平日限 定

エステ＆リラクゼーション付きチケットご案内
期間 限 定

！

スパ ラクーア入 館と館 内エステ＆リラクゼーションサロンの施 術 がセットになったお 得なチケットの
プレミアムバージョンです。ワンランク上の 癒やしをお 求めの方に最 適です。

¥2,900

¥9,800 〜 11,000

エステ＆リラクゼーション施術代

Esthetic Relaxation
アロマオイルリンパケア

OP

ユーロフィア

OP

ラピスクーナ

しわやハリ不足のお悩みに。筋肉引き締めパックを使用。頭皮からお顔をほぐし表情筋をゆるめ、
土台からのリフトアップを。
デコルテ・首のリンパケア付。

☎予約電話番号：03-5684-6322

骨洗いリンパボディｏ
ｒ フェイス

ボディ
or

フェイシャル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50分

骨と骨の間、筋肉の隙間、関節周りに溜まりがちな老廃物を丁寧に大掃除し、深部までアプローチしていくリンパト
リートメントです。
「背中 + 首、肩または下半身」
（女性限定）
または
「リンパフェイス+ 首 +ヘッド」
から選択可能です。
☎予約電話番号：03-3815-5521

骨盤調整ロングコース

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 5分
コツバニアは身体の中心にある骨盤位置をあるべき正常な位置へ戻す調整を行い、健康なカラダ作りの
ためのサポートをいたします。
自分で伸ばせない筋肉をストレッチ。運動不足やカラダが硬くなった方にオス
スメです。
☎予約電話番号：03-3818-9830

骨盤調整でゆがみを正して
リフレッシュ。

ハワイアンロミロミ

OP

ラニカイ・ハワイ

ロミロミ（ 背 面 全身）
＋デコルテ・ヘッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60分

ボディ

人気のうつ伏せ全身のロミロミに仰向けのデコルテ、首肩、
ヘッドをプラス。
心身の癒しをもたらします。

ハワイアンアロマに包まれて、
自然の治癒力が目をさます。

フィジカルケア

OP

CURE BODY

☎予約電話番号：03-3813-6330

ボディ

Ra.Ku.Sa

OP

☎予約電話番号：03-3816-1133

ボディ

スパ ラフィネ

OP

アヴェク・
トワ
指先からキレイになる
魔法をあなたに。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80分
☎予約電話番号：03-3816-7676

ボディ

ボディケア プレミアム 9 0

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90分

どっぷりお疲れの方におすすめのプレミアムコース。
リラックスしながらゆったりくつろぎのひとときを…。

揉みほぐしとストレッチの心地良
さ。気軽に疲れ知らずの毎日へ。

ネイルサロン

タイ古 式ボディ

世界一気持ちいいといわれるタイ古式は、
「揉む・伸ばす・押す」
などの
50 種類以上の手技を組み合わせた究極のリラクゼーションです。

リゾート感溢れる空間で、
日常を忘れる贅沢なひとときを。

ボディケア＆リフレクソロジー

筋 膜リリース＆ボディケア

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90分
酷い肩こりや辛い腰痛などの原因となる筋膜を伸ばしながらほぐしていく、筋膜リリース
（30 分）
とボディケ
ア
（60 分）
を組み合わせたコースです。

日頃からスポーツやダイエットに
取り組む方へのサポートスペース。

タイ古式ヒーリングサロン

アイコンの掲示店舗ではオプションメニューを
ご用意しております。詳しくは裏面をご覧ください。

たるみ集中ケアフェイシャル
＋デコルテ・首リンパケア・・・・・・・・・・・・50分

ﾌｪｲｼｬﾙ

ボディ

コツバニア

相当

※発行時期により有効期限が異なります。
※10月5日
（水）
より利用可。
※土日祝日及び特定日：12月28日( 水 ) 〜 1月4日( 水 ) は
利用不可。

〜下記のメニューからお選びいただけます（要予約）〜 OP

骨格周りを中心に「老廃物の大掃除」
をするオリジナルトリートメント。

骨盤調整

13,900

¥

天然ハーブとアロマオイルを贅沢
に使った極上のトリートメントを。

骨洗いリンパ エステティックサロン

有効期限：2023年1月31日（火）または2月28日（火）

お一人様料金（税込）
最大

平日入館料

☎予約電話番号：03-3818-9830

フットケア

フットケア + 角質ケア
& 保 湿 美 容 液 浸 透パック・・・・・・・・6 0分
足先のお手入れ
（爪の長さ、表面、甘皮周り、爪周り）
と、
ガサガサになったかかと、硬くなったタコやまめな
どを削り、
トリートメントして保湿美容液でパックをし、夏の日焼け、乾燥したお肌をツルツルにします。
☎予約電話番号：03-3818-9292

※ご利用希望日の2週間前〜前日までに、各店舗にお電話での事前予約が必要です。
（予約受付時間/店舗営業時間内）※有効期限間近は予約が取りづらくなる場合があります。
お早めのご利用をおすすめいたします。
※施術時間は12:00〜最長22:00（※一部店舗では異なります）
なお、施設の営業時間は変更となる場合があります。
その他注意事項は、
チケットにてご確認ください。

裏面の注意事項もご覧ください。

スパ ラクーア 平日限定 エステ＆リラクゼーション付きチケット

Option

〜オプションメニューのご案内〜

※下記店舗では、メインメニューと合わせて、下記のオプションメニューをご利用いただけます。
※オプションメニュー施術をご希望の際は、メインメニューをご予約の際にスタッフまでお申し付けください。
（ご利用当日のご希望はお受けできません。必ずお電話での事前予約の際にお申し込みください。
）

アロマオイルリンパケア

ﾌｪｲｼｬﾙ

ユーロフィア

超 音 波ピーリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10分
モロッコ産の溶岩クレイや海シルトなど、
ミネラルをたっぷり含んだ天然クレイで毛穴汚れを吸着。
超音波を使用して老化物質を取り除きます。

骨洗いリンパ エステティックサロン

ボディ

ラピスクーナ

骨 洗いリンパボディ延 長・・・10分／30分／40分

¥2,880 ／ ¥5,760 ／ ¥8,640

40 分の追加で全身施術可能です。

ハワイアンロミロミ

ボディ

ラニカイ・ハワイ

仰向けオプション 2 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20分

通常、
店舗では提供していない、
本チケット専用のオプションプラン。
オプション追加により、
お腹以外の全身をほぐしていきます。

フィジカルケア

ボディ

CURE BODY

筋膜リリース延 長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10分
「筋膜リリース」
の延長オプションです。

タイ古式ヒーリングサロン

ボディ

Ra.Ku.Sa

タイ古 式ボディ延 長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10分
「タイ古式ボディ」
の延長オプションです。

ネイルサロン

ネイル

アヴェク・トワ

¥1,990

フットジェルネイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30分
フットネイルケアの後に、
お好きなラメまたはカラージェルネイルを1 色塗布します。

Information

¥3,300

¥1,100

¥1,300

¥8,900

〜チケットご利用にあたってのご注意〜

※土日祝日及び特定日
（12/28〜1/4）
のご利用はできません。

※お客様の疾患や体調によっては、施術を受けられない場合がございます。

※エステ＆リラクゼーションご利用については、希望日の2週間前〜前日までに、各店舗へ

※6才未満のお子様は安全管理上、入館をお断りしております。

お電話にてご予約ください。予約電話対応時間は店舗営業時間内となります。
（電話番号はチケット裏面にも記載しております）
※お電話での事前予約は、仮予約です。当日はご入館後、施術開始の1時間前
までに5F総合受付カウンターにて本予約をお願いいたします。
※混雑状況によりご希望の日時がお取りできない場合がございます。

特に、有効期限間近は予約が取りづらくなる場合がありますのでご注意ください。

東京ドーム天然温泉

（18才未満の方は利用制限がございます）
※暴力団員、
その他反社会的団体構成員・関係者と認められる方、入れ墨・
ボディアート
（タトゥ・ペイント・シール等）
のある方、
ならびに泥酔の方、皮膚疾患
その他伝染病のおそれのある方のご入館はお断りいたします。
※深夜1：00〜早朝6：00滞在の場合及びヒーリング バーデ
（18才未満利用不可）
のご利用の際は、別途料金が必要です。

スパ ラクーア

東京ドームシティ LaQua5〜9F（フロント 6F） ☎03-3817-4173
営業時間／ 11:00〜翌朝 9:00 https://www.laqua.jp/spa
※スパ ラクーアでは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施した上で、営業しております。※営業時間等、変更になる場合があります。施設・店舗の最新の営業情報は、公式サイトでご確認ください。

