2022 年 3 月 29 日
報道関係各位

株式会社東京ドーム

東京ドームシティ ＬａＱｕａ（ラクーア） 開業 19 周年
ラ ク

ー ア

ア ニ バ ー サ リ ー

『ＬａＱｕａ １９ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ』開催
スパイスの知識が学べるワークショップやスパイスマーケット、
豪華賞品が当たるスタンプラリーを開催
サスティナブルなロスフラワープレゼント企画も実施
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、2022年5月1日（日）に開業19周年を迎えます。これを記念して、4月29日（金・祝）～
6月23日（木）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 １９ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ』を開催します。
ラ ク ー ア

ア ニ バ ー サ リ ー

5月3日（火・祝）～5日（木・祝）の3日間は、日常生活や人気のアウトドア料理にも欠かせない「スパイス」をテーマに
イベントを開催。体験しながらスパイスの知識を学べるワークショップや、期間限定ショップが出店するスパイスマー
ケットをお楽しみいただけます。さらに、豪華賞品が当たるスタンプラリーのほか、スパ ラクーアでは文京区民の方を
対象に平日限定で入館料を特別価格で提供するなど、19周年を盛り上げるさまざまな企画を展開します。
また、イベント終了翌日の6月24日（金）には、サスティナブルへの取り組みとしてラクーア館内の装飾に使用した花を
無料で来館者へプレゼントします。

スパイスについて学べるワークショップやスパイスマーケットを開催
イメージ

メインビジュアル

■名
■期

ラ ク ー ア

ア ニ バ ー サ リ ー

称：ＬａＱｕａ １９ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
間：2022 年 4 月 29 日（金・祝）～6 月 23 日（木）
※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 ※本イベント内容の公開は 4 月下旬を予定
■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

東京ドームシティ ラクーア

主な内容

◆ちょっと大人のアウトドアにも。「スパイス学」
＜ワークショップ＞
スパイスの香りを嗅ぐ体験やブレンド体験に加え、生活の中に取り入れられるスパイスについて学べるワーク
ショップです。オリジナルブレンドのスパイスは、お持ち帰りいただけます。

◎日
程：5 月 3 日(火・祝)～5 日(木・祝)
◎時
間：各日 ①13:00～14:00 ②15:00～16:00 ③17:00～18:00
◎場
所：ラクーア 4F エレベーターホール
◎定
員：各回 10 名
◎参加条件：ラクーア ショップ＆レストランの一会計 3,000 円(税込)以上の
イメージ
当日お買い上げレシートのご提示。
◎参加方法：各日、11:00 から 4F エレベーターホールにて整理券を配布。参加時間にレシートをお持ちの上、
集合。
※スパ・フィットネス内の店舗、MOMI&TOY'S・催事店のレシートは対象外です
※お一人様 1 回のみ参加いただけます
※整理券がなくなり次第受付終了します

＜スパイスマーケット＞
日常生活や、人気のアウトドア料理にも使えるこだわりのスパイスと
関連グッズを期間限定販売します。
◎日
程：5 月 3 日(火・祝)～5 日(木・祝)
◎時
間：11：00～21：00
◎場
所：ラクーア 4F イベントスペース（オリヒカ前）
◎出店店舗：TSUNOKAWA FARM、zen to 他

イメージ

◆19 周年感謝！ＴＤポイント会員･文京区民を特別価格でご招待
スパ ラクーアでは、ＴＤポイント会員と文京区民の方々を対象に実施している入館料（大人）の割引（お一人様
2,530円）をさらに拡大し、期間中の平日限定で特別価格1,980円にて提供します。
◎期

間：5 月 9 日(月)～31 日(火)の平日

※通常はお一人様2,900円
※深夜割増料別途
※ご入館の際にＴＤポイント会員証、または居住地の分かる公的身分証の提示をお願いします

◆19 周年感謝！スタンプラリー
ラクーア ショップ＆レストランの対象店舗またはスパ ラクーアにて、１会計1,000円（税込）
ご利用で１スタンプがもらえます。3店舗分のスタンプを集めて応募用紙を投函すると
抽選で豪華賞品が当たります。
◎期
間：4 月 29 日（金・祝）～6 月 23 日（木）
◎対象店舗：ラクーア ショップ＆レストラン、スパ ラクーア ※一部店舗を除く
◎応募方法：対象店舗にて 1 会計 1,000 円（税込）以上購入したお客様に、
1 スタンプをプレゼント。3 店舗分のスタンプを集めて応募用紙
を投函すると抽選で豪華賞品が当たります。
※お一人様何度でも応募いただけます

バースデイバー
シャンドフルール BOX バスペタル（入浴剤）
イメージ

◎応募用紙投函場所：
①ラクーア4Ｆエレベーターホール投函BOX、
②スパ ラクーア6Ｆフロント前
◎賞
品：・バースデイバー シャンドフルール BOX バスペタル（入浴剤） 5 名様
・サーティワンアイスクリーム バラエティボックス（6 コ入） ギフト券 5 名様
・成城石井商品券 5 千円分 10 名様
・スパ ラクーア 入館券ペア 5 組 10 名様
・スパ ラクーア エステ＆リラクゼーション利用券 5 千円分 10 名様

サーティワンアイスクリーム
バラエティボックス（6 コ入）
イメージ

◆19 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。ご利用レシート 5,000 円（税込・合算可）以上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
◎場

時：5 月 27 日（金）～29 日（日） 11：00～21：00
所：ラクーア 1F 特設会場（成城石井前）

※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

◆サスティナブルでちょっと幸せに。ロスフラワープレゼント
ラクーア開業 19 周年を祝して館内の装飾に使用した花を、先着 50 名様に
無料でプレゼントします。
◎日
◎時
◎場

程：6 月 24 日(金)
間：11：00～ なくなり次第終了
所：ラクーア 4F イベントスペース（オリヒカ前）

※先着順となります
※お一人様につき１セットのお渡しとなります
イメージ

※今後の社会状況により、会期・内容が変更になる場合がございます。最新の状況は、公式ホームページをご確認ください
※記載の価格は全て消費税込です
※東京ドームシティ ラクーアでは、お客様およびスタッフの安全を守るため、業界団体のガイドライン等に準じた感染症
拡大防止対策を実施しています
各施設の感染症拡大防止対策の詳細につきましては、公式ホームページをご覧ください

【ラクーア ショップ＆レストラン 施設概要】
◎店 舗 数：69 店（ショップ 46 店、レストラン 23 店） ※3 月 29 日現在
◎営業時間：ショップ／11:00～21:00、レストラン／11:00～23:00 ※一部店舗により異なります

【東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア 施設概要】
◎営業時間：11:00～翌9:00
◎入 館 料：18歳以上 2,900円 6～17歳 2,090円
※休日割増料＜土日祝、特定日＞＋550 円、深夜割増料（深夜1:00～翌6:00 在館）＋1,980 円あり
※ヒーリング バーデ（18 歳未満利用不可）＋880 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

◎休 館 日：不定休 ※施設点検・整備などによる休館日あり

