２０１９年３月１４日
報道関係各位

株式会社東京ドーム

東京ドーム天然温泉 Ｓｐａ ＬａＱｕａ（スパ ラクーア）

『緑茶でもっとキレイになる２０１９』開催
スパ入館や緑茶を使用したトリートメントメニューの割引、ノベルティなどをセットにした限定プランを提供
温泉と、緑茶を使った限定メニューや体験イベントを組み合わせて美容効果を楽しむ
東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア（文京区春日１－１－１ラクーアビル５～９Ｆ）では、２０１９年４月１５日
（月）～６月３０日（日）の期間、緑茶の持つ高い美容効果にスポットを当てたイベント、『緑茶でもっとキレイにな
る２０１９』を開催します。
今年で３年目を迎える大好評の本イベントは、立春から八十八日目、新茶の茶摘みの目安とされる八十八夜の
「８」にちなみ、「緑茶で叶える８つのキレイ」をテーマに、保温保湿やリラクゼーションなど天然温泉の優れた効
能と緑茶の美容効果を組み合わせることで、温泉と緑茶の相乗効果でキレイになる体験をお楽しみいた
だけます。今回は、スパ入館と緑茶を使用したトリートメントメニューの割引がセットになったお得なプランに、
人気イラストレーター 米澤よう子さんによるオリジナルデザインのノベルティとキリンビバレッジ「生茶」を
付けて提供します。また、館内では緑茶を使ったさまざまな限定メニューや特別コースを用意するほか、緑茶
由来のアメニティのお試しや天然緑茶香水の体験イベントなども実施します。

スパ ラクーア 露天風呂

「生茶ロールキャベツ」 イメージ

「緑茶バス」 イメージ

■名

称：緑茶でもっとキレイになる２０１９

■期

間：２０１９年４月１５日（月）～６月３０日（日）【７６日間】

■場

所：東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア

■協

力：キリンビバレッジ株式会社

メインビジュアル

■Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.laqua.jp/spa/
■お客様からのお問い合わせ先：ＴＥＬ.０３－３８１７－４１７３（スパ ラクーア フロント）
■主な内容：
①平日限定 “緑茶でキレイ”パックプランで、トータルでキレイに
期間中の平日限定で、入館料とヒーリング バーデのご利用、緑茶を使用したトリートメントメニューの
割引がセットになった、からだの内と外から「緑茶」を楽しめるプランを特別価格にて提供します。
さらに、本プランをご利用の方には、人気イラストレーターで作家の米澤よう子さんによるオリジナルデ
ザインのスクラッチカード付きポストカードや、キリンビバレッジ「生茶」１本をプレゼントします。
◎日

程：期間中の平日

◎料

金：３,９００円（通常価格 ４,７１４円）

◎主な内容：スパ ラクーア入館＋ヒーリング バーデの利用と、緑茶美容を堪能できるスペシャル
トリートメントが１,０００円引きで利用できます。

イラストレーター・作家 米澤よう子さん
東京都生まれ。グラフィックデザイナーとして広告制作会社に勤務後、イラストレーターとし
て独立。商品パッケージや広告キャンペーン、女性ファッション誌、ＣＭなどで活躍。資生堂
パッケージの女性イラストは代表作でロングセラー。
２００４年から４年間、活動拠点をパリに移し、高級百貨店ＬＥ

ＢＯＮ ＭＡＲＣＨÉ（ボンマル

シェ）で個展を開催するなど、多彩な活動を行う。パリ在住の経験を生かしたイラストエッセイ
の著書や、フレンチブランドとのコラボレーションなどさらに活動範囲を広げている。著書は
２３冊。近著に「ねことパリジェンヌに学ぶリラックスシックな生き方」（文藝春秋）、最新刊は
「大人パリジェンヌＳｔｏｒｉｅｓ～おしゃれと恋と日常と～」（光文社）。

②生きたお茶を感じる“オチャノキ”フォトスポット
館内に、「お茶の木」を使用したフォトスポットが登場します。撮影した写真に指定
のハッシュタグを付けて対象のＳＮＳで投稿すると、１０組２０名様にスパ ラクーアご招
待券が当たるほか、撮影した画面を館内５階のインフォメーション＆ショップに提示す
ると、次回ご利用いただける入館割引券を１枚プレゼントします。
※協力：株式会社グリーンディスプレイ
「お茶の木」 イメージ

③緑茶・抹茶を使ったスペシャルメニューを提供
館内のレストラン＆カフェ店舗で、緑茶や抹茶を使用した期間限定メニューを展開します。からだの内
からキレイをかなえるメニューや、キリンビバレッジ「生茶」を使用した期間限定メニューもお楽しみいただ
けます。
◎期間限定 緑茶・抹茶メニュー：
・京都高台寺 よ志のや 「御抹茶御膳」 １,３８０円
「抹茶わらび餅」 ５５０円
・ＣＡＦÉ ＣＡＳＡ＆Ｄｅｌｉ

「ソフトクリーム ～抹茶パウダートッピング～」 ５４０円

・ＴＨＥ ＢＡＲ

「緑茶カクテル」

９７２円

・ラウンジカフェ

「抹茶クレミア」

５８０円

京都高台寺 よ志のや
「御抹茶御膳」 イメージ

ＴＨＥ ＢＡＲ
「抹茶カクテル」 イメージ

ラウンジカフェ
「抹茶クレミア」 イメージ

◎期間限定 キリンビバレッジ「生茶」メニュー：
・京都高台寺 よ志のや 「生茶豚しゃぶしゃぶ」 １,６８０円
・ニャーヴェトナム

「チャーチャイン生茶」 ４８０円

・ＣＡＦÉ ＣＡＳＡ＆Ｄｅｌｉ

「生茶ロールキャベツ」 １,０５３円
「生茶ドレッシング」
（デリメニューご注文の方に提供）

・ＴＨＥ ＢＡＲ

「焼酎の生茶割」 ７５６円
「生茶カクテル」 ７５６円

※協力：キリンビバレッジ株式会社

「生茶ロールキャベツ」 イメージ

キリンビバレッジ
「生茶」

④緑茶美容を堪能できるスペシャルトリートメント
館内のトリートメント＆ビューティーサロンでは、美白やアンチエイジング、消臭・抗菌効果が高いとい
われる緑茶オイルや緑茶フェイスパック・緑茶パウダーを使用した期間限定メニューを提供します。
◎対象店舗と主な内容：
・アロマオイルリンパケア ユーロフィア
「緑茶ボディ（上半身）」 ８０分 １１,７００円 など ※深夜料金あり
背中＋背面＋デコルテ＋ヘッド
・骨洗いリンパ エステティックサロン ラピスクーナ
「緑茶フェイシャル」 ４０分 ８,２２９円
毛穴クレンジング＋緑茶パック
・ハワイアンロミロミ ラニカイ・ハワイ
「緑茶ロミロミ」 ８０分 １１,８００円

「緑茶バス」イメージ

ロミロミ（背面全身）＋フェイシャル（緑茶シートパック付）
・ボディケア＆リフレクソロジー スパ ラフィネ
「緑茶バス＋緑茶リフレ」 ３５分 ３,９４０円 など ※深夜料金あり
・アクアトリートメント アヴァンタージュ
モロッコエステ（女性限定）
「カテキンホワイトフェイシャル」 ８０分 １１,９２０円 ※深夜料金あり
ヴィシーシャワー
「グリーンティーヴィシーシャワー」 ３０分 ５,２００円 ほか ※深夜料金あり

「ホワイトフェイシャル」イメージ

あかすり
「グリーンティーセット」 ６０分 ９,３００円 ほか ※深夜料金あり
・フィジカルケア ＣＵＲＥ ＢＯＤＹ
「ボディケア＋緑茶フット」 ６０分 ６,５００円
・タイ古式ヒーリング Ｒａ.Ｋｕ.Ｓａ
「緑茶フットケア」 ３０分 ３,６００円 ほか
・ネイルサロン アヴェク・トワ
「抹茶ネイル」 ９０分～ ９,７２０円

「抹茶ネイル」イメージ

⑤「グリーンな香り」でリフレッシュアウフグース
期間中の月曜日は、男女浴室にて自然の中にいるような緑香るアロマ
オイルを使用してアウフグースをお楽しみいただけます。
◎日

程：期間中の毎週月曜日

◎場

所：男性浴室内サウナ「ヴィルデシュタイン」
女性浴室内サウナ「シュテフィ」

◎時

間：男性 １４：００～、１６：００～、１８：００～、２０：００～、２１：００～
女性 １５：００～、１７：００～、１９：００～

アウフグース イメージ

⑥緑茶由来のアメニティで湯上り肌をトーンアップ
男女ロッカー内パウダーコーナーやコスメティックバー（有料１００円）にて、
美肌効果が高いとされる緑茶や抹茶成分を使用したヘア&スキンケア商品を
無料でお試しいただけます。
また、浴室内に、乾燥を防ぎ、髪と肌にうるおいを与える茶葉エキス配合の
シャンプー・コンディショナー・ボディソープ（クラシエ製）を設置します。
緑茶アメニティ イメージ

⑦緑茶のテイスティング（静岡県産茶葉使用）
緑茶を飲んでから温泉に入ることで、健康や美容に役立つカテキンの
吸収率が高まると言われていることから、静岡ブランドの美味しいお茶を
堪能した後に、天然温泉でゆっくり温まる、スパ ラクーアならではの“キレイ”
を体験いただきます。
◎場

所：ラクーアリビング（５Ｆ）

⑧緑茶アロマで女性度アップ

イメージ

＜天然緑茶の香り演出＞
世界ではじめて抽出に成功した天然緑茶アロマをブレンドし、１２星座
それぞれを表した天然緑茶香水の香りを、ワイングラスを使った演出で楽
しめます。１２星座は調香師の太田奈月さんと、イラストレーターで作家の
米澤よう子さんによるコラボレーション企画で作られた緑茶香水です。
また、期間中には太田奈月さんによる香水レッスンも開催予定です。
◎場

所：ラクーアリビング（５Ｆ）

イメージ

調香師 太田奈月さん
アロマパルファンメソッド創設者で日本アロマパルファンヌ協会代表理事。アクトインターナショナルスクール校長。英国ケン
ブリッジにてホリスティックアロマテラピーを学び、帰国後スクールを設立。世界初の天然緑茶香水を手掛け、日本橋三越
の伝統工芸企画展にて展示及び香水レッスンを開催。２０１７年ロンドンで開催された
「IFA 国際アロマセラピストカンファレンス」にて講演、好評を博す。天然アロマ香水の
第一人者として、オーダーメイド香水の調香からアロマセラピストの育成まで国内外にて
活躍。多くの著名人にオリジナルの香りをプロデュースし、メディアへの掲載も多い。
近年では香りの伝統が濃い中東地域のＵＡＥにて交流を重ね、昨年、ＵＡＥ日本国領事
館公邸にて香水レッスンを開催、好評を博す。ＵＡＥ国立博物館にて展示予定。在アブ
ダビ大使館および在ドバイ総領事館主催の両天皇誕生日レセプションに出展。「香りの
精油事典」著書

＜アロマ肩こりジェル作り体験＞
女性ロッカー内パウダーコーナーにて、３種類の天然アロマをブレンド
したアロマ肩こりジェル作りを体験できます。肩こりを解消するために、
入浴後はアロマジェルを刷り込むようにマッサージしましょう。
◎日

程：５月１４日（火）・２３日（木）、６月７日（金）・１７日（月）

◎場

所：女性ロッカー内パウダーコーナー

◎料

金：無料

※所要時間：約３分

イメージ

※会期・内容等に関しましては、変更となる場合がございます
※本リリースに記載の価格は全て消費税込です

【施設概要】
◎施 設 名：東京ドーム天然温泉 Ｓｐａ ＬａＱｕａ（スパ ラクーア）
◎営業時間：１１：００～翌９：００
◎入 館 料：１８歳以上 ２,８５０円 ６～１７歳 ２,０５２円
※休日割増料（土日祝、特定日）＋３２４円、 深夜割増料（深夜１時～翌６時在館）＋１,９４４円あり
※ヒーリング バーデ（１８歳未満利用不可）＋８６４円
※特定日日程及び特定日のご利用に関してはお問い合わせください
※入館規約をご確認の上、ご来館ください

◎定 休 日：不定休（施設点検・整備などによる休館日あり）

