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株式会社東京ドーム

東京ドームシティ ＬａＱｕａ（ラクーア） 開業１６周年
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『ＬａＱｕａ １６ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ』開催
好評につき、今年もラクーアガーデンで野外映画上映会の開催が決定
イースターや母の日・父の日にちなんだイベント、プレゼントキャンペーンなども実施
ショップ＆レストラン、スパ、アトラクション３つのエンタテインメントが融合した商業施設・東京ドームシティ
ラクーア（東京都文京区春日１－１－１）は、２０１９年５月１日（水）に開業１６周年を迎えます。これを記念して、
ラ ク ー ア

４月２０日（土）～６月２８日（金）の期間、ラクーア ショップ＆レストランやスパ ラクーアで、『ＬａＱｕａ １６ｔｈ
ア ニ バ ー サ リ ー

Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ』を開催します。
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本イベントでは、移動映画館「キノ・イグルー」プロデュースによる野外映画上映会『「ＬａＱｕａ ｃｉｎａｍａ-ｇｏラ

ン

ド

ｒｏｕｎｄ」ｐｒｏｄｕｃｅｄ ｂｙ キノ・イグルー』が、昨年の「ＬａＱｕａ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」のご好評を受け、今年も４月２７日
（土）・２８日（日）の２日間に実施します。また、期間中はラクーア１６周年とイースターをイメージした装飾が
お楽しみいただけるほか、イースター、母の日・父の日にちなんだイベントや素敵な
プレゼントが当たるキャンペーン、ワークショップなどの体験イベントも開催します。
■名
■期

ラ ク ー ア

ア ニ バ ー サ リ ー

称：ＬａＱｕａ １６ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
間：２０１９年４月２０日（土）～６月２８日（金）
※開催期間はイベントにより異なる

■場
所：東京ドームシティ ラクーア
■Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.laqua.jp
■お客様からのお問い合わせ先：
東京ドームシティわくわくダイヤル ＴＥＬ.０３-５８００-９９９９
■主な内容：
【ラクーアガーデン】
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◆野外映画上映会『「ＬａＱｕａ ｃｉｎｅｍａ-ｇｏ-ｒｏｕｎｄ」ｐｒｏｄｕｃｅｄ ｂｙ キノ・イグルー』
昨年ご好評をいただいた、ラクーアガーデンの映画上映会を今年も開催します。東京を拠点に全国各地
のカフェや書店、美術館など様々な空間で映画を上映する「キノ・イグルー」がプロデュースします。思い思い
にくつろぎながら、初夏の爽やかな風が吹くラクーアガーデンで映画をお楽しみいただけます。
◎日

時：４月２７日（土）・２８日（日）
各日１８：４５～ ※荒天中止
◎場
所：ラクーアガーデン
◎料
金：無料
◎上映作品：４月２７日 「ミニオンズ」日本語吹替版
２８日 「グレイテスト・ショーマン」日本語吹替版
♪上映会の２日間、ラクーア ショップ＆レストラン（一部店舗を除く）
の当日のレシートをお持ち のお客様各日先着４００名様に、ミニ
ポップコーンをプレゼントします。
◎日 時：４月２７日（土）・２８日（日） 各日１７：００～
◎場 所：ラクーアガーデンステージ横
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＜キノ・イグルー＞
２００３年に中学校時代の同級生、有坂塁と渡辺順也によって設立された移動映画館。東京を拠点に全国各地のカフェ、
雑貨屋、書店、パン屋、美術館など様々な空間で、世界各国の映画を上映している。 公式サイト：http://kinoiglu.com/

さらに、ラクーア館内やラクーアガーデンでは、４月２０日（土）～６月２８日（日）の期間、アニバーサリーを
祝うモチーフやイースターをイメージした装飾がお楽しみいただけます。

【ラクーア ショップ＆レストラン】
◆Ｈａｐｐｙ Ｅａｓｔｅｒ！ ラクーアでエッグハント★
イースターにちなみ「エッグハント」を行います。ラクーア各所に散りばめられたエッグ
を探し、書かれた文字を全て集めると素敵なメッセージが完成します。更に、専用の
応募用紙にメッセージを記入してラクーア ショップ＆レスラン店舗をご利用いただくと、
「ＧＯＤＩＶＡ」のチョコレートなどが当たるプレゼントキャンペーンに参加いただけます。
◎期
間：４月２０日（土）～５月３１日（金）
◎場
所：ラクーア館内、１Ｆガーデン
◎応募用紙配布場所：ラクーア館内２Ｆ～４Ｆ

プレゼント イメージ

※プレゼントキャンペーンに参加するには、対象店舗ご利用時の店舗スタンプの押印が必要です
※お買い上げ金額は問いません

◆Ｍａｋｅrs' Ｂａｓｅプロデュース ＧＷスペシャルワークショップ
期間中、家族で楽しめるワークショップを実施します。
◎日
程：５月３日（金・祝）～５日（日・祝）
◎時
間：各日 １１：３０～、１３：００～、１５：００～
◎場
所：ラクーア３Ｆ エレベーターホール
◎定
員：各回 ２０名
◎参加条件：ラクーア ショップ＆レストラン（一部店舗を除く）で、１,０００円（税込）
以上の当日ご利用レシートを提示。
◎内
容：５月３日 アクリルを組み合わせてつくるアクセサリー
４日 デザインを選んでつくるシルクスクリーン T シャツ
５日 写真を使ってつくるオリジナルプリントのトートバッグ
※各回３０分前より、先着順で整理券を配布
※定員に達し次第、イベント開始前でも整理券配布を終了
※ＴＤポイント会員様は、ＴＤポイントカードとショップ＆レストランで５００円（税込）以上の当日ご利用
レシートを提示で参加可能
<ＴＤポイントとは、東京ドームグループのいろいろな施設で、お得なポイントがたまるプログラムです>
＜Ｍａｋｅｒs' Ｂａｓｅ＞
「個人が主役。世界を変える。モノ作り拠点。」をコンセプトに活動する、
日本Ｎｏ.１規模の会員制工房。１００種類以上の幅広い分野の機器や
特徴的なワークショップを多数用意している。
Ｍａｋｅrｓ' Ｂａｓｅ公式サイト：https://makers-base.com/

ワークショップ イメージ

◆母の日キャンペーン ～お母さんにスパ ラクーア入館券をプレゼントしよう！～
ラクーア ショップ＆レストランの対象店舗で、１会計３,０００円（税込）以上ご利用の方を対象に、抽選で
１０組２０名様に「スパ ラクーア ペアご招待券」が当たる応募用紙を差し上げます。
◎期
間：４月２７日（土）～５月１２日（日）
◎対象店舗：ラクーア ショップ＆レストラン 内 ファッション・雑貨・サービス店舗
※催事店・飲食店は除く、レシート合算不可

◆父の日キャンペーン ～お父さんにビールをプレゼントしよう！～
ラクーア ショップ＆レストランの対象店舗で、２０歳以上の方を対象に、１会計３,０００円（税込）以上ご利用
レシート提示で、各日先着２００名様に「キリン一番搾り（５００ｍｌ缶）」にリボンを付けてプレゼントします。
◎期
間：６月１４日（金）～１６日（日）
◎時
間：各日 １４：００～１７：００
◎配布場所：ラクーア４F ＯＲＩＨＩＣＡ前
◎対象店舗：ラクーア ショップ＆レストラン 内 ファッション・雑貨・サービス店舗
※お一人様１本まで、なくなり次第終了
※催事店・飲食店は除く、レシート合算不可
※配布場所にて年齢確認有

【スパ ラクーア】
◆お母さんありがとうＷＥＥＫ
期間中、母と娘（息子も可）で来館されると、お二人分の入館料を
サンキュー

“サンキュー”にちなみ特別価格３,９００円にて提供します。
また、本プランをご利用の方に、オリジナルメッセージカードを
プレゼントします。
◎期

間：５月７日（火）～１９日（日）
※通常はお一人様２,８５０円
※３人目からは通常料金
※休日・深夜割増料別途

スパ ラクーア

【ショップ＆レストラン、スパ ラクーア】
◆１６周年感謝 １０％バックキャンペーン
ラクーア ショップ＆レストラン（一部店舗除く）またはスパ ラクーアをご利用の方に、１０％バックキャン
ペーンを実施します。利用レシート５,０００円以上（税込・合算可）をお持ちいただくと、レシート合計金額の
１０％相当のラクーア利用券を差し上げます。
◎日

時：５月２４日（金）・２５日（土） １１：００～２１：３０
２６日（日） １１：００～２１：００

◎場

所：ラクーア１Ｆ 特設会場（成城石井前）
※５月２４日（金）・２５日（土）は、館内のショップ（一部店舗を除く）は２１：３０まで営業
※レシートは合算可
※１０％還元の額面は１，０００円単位
※ラクーア利用券は、ラクーア ショップ＆レストラン及びスパ ラクーアで利用可

◆ショップ&レストランに新規店舗がオープン！
２０１９年２月２２日（金）、ラクーア３Ｆに暮らしの中に香りとリラクゼーションを提案するライフスタイル
ショップ「アロマブルーム Ｗｅｌｌ Ｂｅｉｎｇ（アロマブルーム ウェルビーイング）」がオープンしたのに続き、
ラクーア２Ｆにタピオカミルクティー発祥の店として有名なお茶専門の台湾カフェ「春水堂（チュンスイ
タン）」が４月２０日（土）にオープンします。
■アロマブルーム Ｗｅｌｌ Ｂｅｉｎｇ
◎業

態：リラクゼーション雑貨

◎オープン日：２０１９年２月２２日（金）
■春水堂
◎業
態：台湾カフェ
◎オープン日：２０１９年４月２０日（土）
※イベント内容や時間などは変更となる場合があります

