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LIFESTYLE 1 ライフスタイル

クラブ エッセンシア

＜全国＞

全国・関東エリア

＜関東エリア＞



1892年にアメリカで創刊以来100年以上の歴史を刻むファッション誌「VOGUE」。日本の女性のために
編集された「ヴォーグ ジャパン」は、高いクオリティと溢れる創造性で、世界を視野に入れた最新ファッ
ションやトレンドをお楽しみいただけます。

ホビー

1.定期購読（1年・12冊）料金を30％オフ（通常7,200円を5,040円に／税・送料込）
2.「VOGUE JAPANオリジナルバッグ」をプレゼント

※毎月発売日までに、お手元にお届けいたします。
※送料は「ヴォーグ ジャパン」が負担いたします。

●https://www.vogue.co.jp/subscription_amex/  からお申し込みフォームにアクセスし、 必要事項をご入力の
うえお申し込みください。

●定期購読お申し込みフォームは「ヴォーグ ジャパン」のページです。
●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます
●中途解約された場合は、1冊定価(税込)×送付済み冊数でご精算されます。
●弊社の個人情報取り扱いにつきましては、ウェブサイトの記載の個人情報保護方針・プライバシーポリシー

をご覧ください。
https://corp.condenast.jp/statement/privacy/

●ご登録いただきました住所やEメールアドレスなどは、「ヴォーグ ジャパン」からの事務連絡に使用されます。
また、「ヴォーグ ジャパン」からの各種ご案内(イベント、展示会、刊行物等)、アンケート、および広告主の商
品やサービスのご案内が送られる場合もございます。あらかじめご了承ください。

●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。 

ヴォーグ ジャパン　詳しくはこちら>> (https://www.vogue.co.jp/magazine/) 
※本特典はヴォーグ ジャパンの上記サイトからはお申し込みいただけません。

1.定期購読（1年・12冊）料金を30％オフ　2. 「VOGUE JAPANオリジ
ナルバッグ」をプレゼント（ヴォーグ ジャパン）
有効期間 2017/10/1〜2018/9/30

https://corp.condenast.jp/statement/privacy/
https://www.vogue.co.jp/magazine/
https://www.vogue.co.jp/subscription_amex/


1972年、比較試飲法を開発したワイン評論家 スティーヴン・スパリュア氏によってパリでスタートした「アカデミー・デュ・ヴァ
ン」。そのスタイルを受け継ぎ日本初の本格的ワインスクールを展開しております。専門家による指導で、ワインの悦びを学
んでいただけます。

ワインスクール

1. 入学登録料を無料
入学の際、入学登録料 5,000円が無料

2. 更新料を無料
一年毎の更新時に、更新料 2,000円が無料

アカデミー・デュ・ヴァンでは初心者からプロフェッショナルまで、様々な講座をご用意しております。

●ビギナー向けカジュアルコース　-　ワインABCコース（約6ヶ月・全6回）
ワインに興味を持ち始めた方、ワインの入り口でちょっと迷っている方などを対象にした初心者コースです。

●ワイン総合コース　-　Step－I：初級（約6ヶ月・全20回）
ワインの基礎を体系的に学びたい方を対象にした初級コースです。

●ワイン総合コース　-　Step－II：中級（約6ヶ月・全20回）
Step－I修了者や、同等の知識・試飲能力をお持ちの方を対象とした中級コースです。

アカデミー・デュ・ヴァンでは 「チーズの楽しみ方講座」 も開講しております。

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●ご入会・更新の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面をご呈示ください。
●登録料のある講座のみ特典の対象です。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

010a14

03-3486-7769

平日10:00～19:00（土日の営業時間はお問い合わせください）

不定休

アカデミー・デュ・ヴァン 　詳しくはこちら>> (http://www.adv.gr.jp)

入学登録料・更新料を無料（アカデミー・デュ・ヴァン青山校、銀座校）

有効期間 2017/10/1〜2018/9/30

ご利用場所

アカデミー・デュ・ヴァン青山校、銀座校

●資格取得コース　-　JSA受験対策講座（ソムリエ／ワインエキスパート・全22回）
WSET Level2/Level3

http://www.adv.gr.jp/


ワイン文化の本場フランスでスタートした本格的ワインスクール「アカデミー・デュ・ヴァン」。そのスタイル
を受け継いだ日本校でチーズの造詣を深める講座も展開しております。チーズとワインをテイスティング
しながら、「美味しく･楽しく」学んでいただけます。

ワイン／チーズ

1. 入学登録料を無料
入学の際、入学登録料 5,000円が無料

2. 更新料を無料
一年毎の更新時に、更新料 2,000円が無料

下記のチーズ講座が対象です。 

●フランス・世界のチーズを堪能しよう （約6ヶ月・全5回）
チーズに興味のある方、気軽にチーズを楽しみたい方を対象にした入門クラスです。

●チーズStep-1 （約6ヶ月・全12回） 
チーズの基礎を体系的に学ぶための初級講座です。

●フランスAOPチーズを堪能しよう （約6ヶ月・全12回）
厳しいチェックを受け、国から認定を受けたAOPチーズ全45種類を、テイスティングしていただく講座です。

●パンとチーズのマリアージュ （約3ヶ月・全3回）
どんなチーズにどんなパンが合うかを学べる、初心者の方大歓迎のおいしくて楽しい講座です。 

より本格的にチーズを学び、資格取得を目指す講座もございます。チーズ関連の他の対象講座の確認や各講
座の空き状況と開講日は、直接お問い合わせください。  

電話　03-3486-7769　ウェブサイト　https://www.adv.gr.jp/ (https://www.adv.gr.jp/) 

アカデミー・デュ・ヴァンではワイン講座も開講しております。

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●ご入会・更新の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面をご呈示く
ださい。
●登録料のある講座のみ特典の対象です。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

100a14

03-3486-7769

平日10:00～19:00（土日の営業時間はお問い合わせください）

入学登録料・更新料を無料（アカデミー・デュ・ヴァン青山校「チーズ
の楽しみ方講座」）
有効期間 2017/10/1〜2018/9/30



 
不定休

 
アカデミー・デュ・ヴァン 　詳しくはこちら>> (http://www.adv.gr.jp)

ご利用場所



富士山の溶岩石を床に敷き詰めたホットスタジオ。ヨガ、ピラティス、ダンス、ストレッチ、有酸素運動
など多彩なプログラムを用意しております。身体を温め、リラックスしながらエクササイズを行うこと
で、基礎代謝アップが期待できます。冷え性や肩こり、腰痛などの悩みを持つ方にもおすすめです。

ヨガ

広尾本店・麻布十番店・六本木店・恵比寿店・用賀店・五反田店・麹町店・湘南店

1.初回のみ、1レッスン（60分）を1,080円（通常3,400円）
　※恵比寿店は2,160円、湘南店は無料
 2.2回目以降、1レッスン(60分)3,400円を10％オフ

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店またはお会計の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画
面をご呈示ください。
●他の特典とは併用いただけません。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

327a14

●広尾本店／03-5789-0660
●麻布十番店／03-5419-6064
●六本木店／03-5785-1440
●恵比寿店／03-5422-7822
●用賀店／03-5491-5611
●五反田店／03-6455-7183
●麹町店／03-3261-0333
●湘南店／0120-52-1107 

●広尾本店／7：45～23：30
●麻布十番店／7：45～23：30
●六本木店／月・金・土・日 7：45～23：30／火・水 6：15～23：30／木 6：15～23：00
●恵比寿店／平日 9：15～22：00／土・日・祝 9：15～20：30
●用賀店／7：45～23：30
●五反田店／平日 7：45～23:30／土・日 7：45～21：00
●麹町店／平日 9:15～22:30／土9:15～20:30／日・祝 9:15～19:00
●湘南店／8:00～22:00 

※季節に応じて営業時間が変更になる場合がございます。

全店不定休 

1.初回のみ、1レッスンを1,080円（通常3,400円）　2.2回目以降、1
レッスン(60分)￥3,400を10％オフ（マグマスパスタジオ insea）
有効期間 2017/10/1〜2018/9/30



マグマスパスタジオ insea 　詳しくはこちら>> (http://www.in-sea.jp/)

●広尾本店／東京都港区南麻布5-15-9 Barbizon70 B1階
●麻布十番店／東京都港区麻布十番2-20-7 AZABU MARTO 2階
●六本木店／東京都港区六本木7-4-4 アートシェルビル3階
●恵比寿店／東京都渋谷区恵比寿3-9-20 恵比寿ガーデンイーストB1階
●用賀店／東京都世田谷区用賀4-5-15 プラグインガーデン2階
●五反田店／東京都品川区東五反田5-25-19東京デザインセンター2階
●麹町店／東京都千代田区麹町4-1 志村ビル3階
●湘南店／神奈川県小田原市本町2-6-1　高井ビル3階 



低負荷・短時間で効率的に行える加圧を中心に、お一人おひとりに合ったトレーニングを提案するフィ
ットネスクラブ。メリハリのある美しい身体作りにお役立ていただけます。また、加圧と組み合わせること
でさらなる効果が期待できるボディキャブやパーソナルストレッチなどのメニューもございます。

フィットネスクラブ

東京　渋谷・新宿（新宿店は女性限定です）

 体験レッスン後、即日ご入会の場合 
・体験料金無料
・月会費１カ月分無料 
コース／料金の詳細は、公式サイト (http://www.bodybyvital.jp/ola/beginner/course_price/)をご覧ください。

●初期費用として、ご入会から3ヶ月後に発生する2ヶ月分の月会費をご入会手続き時にお支払いいただく必要
があります。
(例　1月ご入会の場合：1月分は無料。2月、3月分をご入会手続き時にお支払いいただきます。)
●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●ご入会の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面をご呈示くださ
い。
●公式サイトで行っているキャンペーン・特典のみ併用いただけます。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

294a14

●渋谷店／03-6418-0064
●新宿店／03-5367-9321

月～金 7:15～22:00  
土・日・祝 9:00～21:00

不定休

BODY by VITAL ola（ボディ バイ ヴィタル オラ）　詳しくはこちら>> (http://www.bodybyvital.jp/ola/)

●渋谷店／東京都渋谷区渋谷1-14-11 ビーシーサロン4･5階（5階受付）
●新宿店／東京都新宿区新宿4-2-16 パシフィックマークス新宿サウスゲート2･6階（2階受付）

 体験レッスン後、即日ご入会の場合 「体験料2,000円（税抜）無料 」
「月会費１カ月分無料 」（BODY by VITAL ola　渋谷店、新宿店）
有効期間 2017/10/1〜2018/9/30

http://www.bodybyvital.jp/ola/beginner/course_price/
http://www.bodybyvital.jp/ola/


アメリカ西海岸をイメージした、カフェのような居心地のよいサロン。個性と髪質、本質を大切にすると
いうコンセプトに沿って、デザインと扱いやすさの両方を兼ね備えたヘアスタイルをご提案しています。
トリートメントやカラーリングの際には、悩みや気分に合わせて、オーガニックブランド「AVEDA」や補修
力の高い「ケラスターゼ」などお選びいただけます。

ビューティーサロン

1.全メニュー通常料金より10％オフ
2.スペシャルプラン「カット+AVEDAカラー+AVEDAトリートメント」が特別価格12,960円（税込）

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店またはお会計の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面
をご呈示ください。
●他の特典とは併用いただけません。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

378a14

03-6419-7208

月～金11：00～21：00 
土10：00～20：00 
日祝10：00～19：00

火曜

COLORS（カラーズ）　表参道店　詳しくはこちら>> (http://www.colors-hair.com/)

1.全メニュー通常料金より10％オフ2. スペシャルプラン「カット+カ
ラー+トリートメント」が特別価格12,960円（COLORS表参道店）
有効期間 2017/10/1〜2018/9/30

http://www.colors-hair.com/


お一人おひとりの美しさを最大限に引き出すためにご希望や目のカタチにふさわしいまつげエクステン
ションを100種類以上の中からプロデュースします。女性の魅力を引き出す印象的な目元を演出で、初
めての方でも、安心してご利用いただけます。

まつげエクステ

初めてご来店のお客様 
1.全メニュー50％オフ
2.まつげを美しくとかしてキープ「VLオリジナルブラシ」をプレゼント
リピートのお客様
いつでも全メニュー20％オフ
＜まつげエクステンション メニュー 価格＞

●エクステンション
両目80本 13,000円＋消費税
両目100本 15,000円＋消費税
両目120本 17,000円＋消費税
両目140本 18,000円＋消費税
両目160本 19,000円＋消費税
カラーエクステンション／1色　+ 500円＋消費税

●オフ
他店オフ（施術を行わない場合） 2,500円＋消費税

＜ネイル＞ 
爪にやさしいカルジェルを使用しています。品のある可愛らしさを演出するアートサンプルを多数ご用意しており
ますので、お客様の爪の形状や状態に合わせてお選びください。まつげエクステンションとの同時施術も人気で
す。

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面をご呈示くださ
い。
●物販は特典の対象外です。。
●まつげや目元の状態によってはご希望の施術ができない場合がございます。
●他の特典とは併用いただけません。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

223a14

●六本木店：03-3479-0225
●自由が丘店：03-5731-7080
●表参道店：03-5772-6972
●新宿店：03-5368-1991

年末年始

初めてのお客様：全メニュー50％オフ　リピートのお客様：いつでも全
メニュー20％オフ（まつげエクステ専門サロン ヴィーナス・ラッシュ）
有効期間 2017/10/1〜2018/9/30



まつげエクステ専門サロン ヴィーナス・ラッシュ　詳しくはこちら>> (http://www.venuslash.com/)

●六本木店：東京都港区六本木7-8-8 ミクニ六本木ビル3階
●自由が丘店：東京都世田谷区奥沢5-27-5 魚菜エステートビル2階
●表参道店：東京都渋谷区神宮前4-9-5 オカニワ表参道ビル2階
●新宿店：東京都新宿区新宿3-14-23 マヤビル4階



東京・南青山にある複合文化施設のスパイラルが”生活とアートの融合”をテーマに、エステティック、ヘア＆メイク、ネイル
サロンを併設したトータル・ビューティ・サロンとしてオープン。高度なテクニックとエステティックのノウハウを活かし、肌質
にあわせた充実のケアメニューでトータルな指先の演出をお楽しみいただけます。

ビューティーサロン

1.初めてご来店のお客様

2.2回目以降のお客様 

●プライマリーコース（60分）／爪の整え・磨き・甘皮ケア・ハンドマッサージ・カラーリング 6,000円＋消費税
アモ園の甘皮ケアは、オリジナルホットローションを使用しています。ローションの中には天然ミネラルや尿素、ビタミンが含まれてお
り、指まわりの保湿と栄養補給をしながらケアしていきます。
●パックマッサージコース（60分）／爪の整え・磨き・甘皮ケア・アームマッサージ・パラフィンパック・カラーリング 10,000円＋消費税
エステのノウハウを活かした、指先～肘下までのロングマッサージの入ったコース。パックも入っているので、指先だけでなく腕全体
の保湿でトータルにケアできます。

●ジェルネイル（ソフト） 10,000円＋消費税～

※メニューの詳細に関しては、アモ園にお問い合わせください。

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面をご呈示ください。
●ネイルサロンをご利用の場合にのみ適用されます。
●他の特典とは併用いただけません。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

257a14

03-3498-5797

11:00～20:00

火曜（但し、火曜日が祝日の場合は除く）

アモ園 （amoem） 　詳しくはこちら>> (http://www.amoem.jp/amoem/)

1. 初回20％オフ＋パラフィンパックをサービス 2. 2回目以降10％オフ（アモ園）

有効期間 2017/10/1〜2018/9/30

ご利用場所

http://www.amoem.jp/amoem/


初心者の方も安心の、大人のための音楽教室。楽譜が読めなくても、初めて楽器に触れる方でも、音
楽の基礎から読譜力まで楽しみながら身につけることができます。さらにヤマハ講師による丁寧な指導
と、長年のノウハウを結集した教材、バラエティに富んだレッスン内容で、無理なく上達を目指せます。

音楽教室

1. 入会金を50％オフ（通常10,000円＋消費税）
2. 入会した方全員へ、オリジナルグッズセットをプレゼント
（プレゼントの内容は会場ごとに異なります。）

教室情報 
「ヤマハ　大人の音楽レッスン」のコースは全部で37種類。ピアノ、エレクトリックギター、バイオリンなどの楽器
からボーカルまで、バラエティ豊かなコースが揃っています。 ※会場により開設していないコースがございます
ので、各会場のウェブサイトでご確認ください。

●アメリカン・エキスプレス・カードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店またはお会計の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面
をご呈示ください。
●他の特典とは併用いただけません。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

373a14

●ミュージックアベニュー銀座／03-3571-4094
●ミュージックアベニュー銀座アネックス／03-3571-8100
●ミュージックアベニュー渋谷cocoti／03-3409-2671
●ミュージックアベニュー渋谷公園通り／03-3476-5571
●ミュージックアベニュー池袋／03-3983-9911
●ミュージックアベニュー自由が丘／03-3718-7394
●ヤマハ学芸大学センター／03-3793-1919
●ミュージックアベニュー新宿クラッセ／03-3354-5441
●ミュージックアベニュー新宿リフラ・プラス／03-3354-0020
●ミュージックアベニュー立川／042-523-1434

ヤマハ大人の音楽レッスン詳しくはこちら>> (http://www.yamahamusic.jp/lesson/lesson_list/kanto01.html)
※営業時間、定休日は各会場ごとに異なります。事前にご確認ください。

入会金を50％オフ（ヤマハ大人の音楽レッスン）

有効期間 2017/10/1〜2018/9/30 

http://www.yamahamusic.jp/lesson/lesson_list/kanto01.html


大人の女性が目指す気品ある可愛らしさや、優しさ、温かさをコンセプトとするサロン、「エリート バイ プラクシ
ー」。アイラッシュやネイルケア、フェイシャルなどのメニューを、ラグジュアリーな空間で高い技術と上質なサービ
スでお届けいたします。

ビューティーサロン

初めてご来店の方は、30％オフ 
2回目以降の方は、20％オフ

目元の印象を瞬時に変え、上品で気品ある目元を演出いたします。大人のナチュラルビューティーをお楽しみください。 

ジェルネイルを中心にベーシックなケアカラーを施し、美しい素足をキープするフットメニューで指先までエレガントに演出
いたします。  
※ネイルメニューは銀座店のみです。

「骨」へのアプローチで理想的なフェイスラインを短時間で造形。「スッキリ＆くっきり」とした引き締まった顔立ちと「透明感
ある艶やかな肌」へ。本来の美しい肌を取り戻します。それが美脳フェイシャルです。  

メニューの詳細は、 エリート バイ プラクシーのウェブサイト (http://pluxy.jp/elite/)をご覧ください。

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご利用の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面をご呈示ください。
●まつげエクステンションでご来店の方はアイメイク（マスカラ、アイライナー、ビューラーなど）をせずにお越しください。
●まつげや目元の状態によってはご希望の施術ができない場合がございます。
●同伴者様（非会員）は特典の対象外です。あらかじめご了承ください。
●キャンペーンメニュー、チケットおよび商品購入は特典の対象外です。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

009a01

03-5524-3390

エリート バイ プラクシー 　詳しくはこちら>> (http://pluxy.jp/elite/)

初めてご来店の方は、30％オフ 2回目以降の方は、20％オフ（エリート バイ
プラクシー 銀座本店）
有有効期間 2017/10/1〜2018/9/30

ご利用場所

http://pluxy.jp/elite/
http://pluxy.jp/elite/


都内を見渡すフィットネスジム、温泉、スチームサウナ、ジェットシャワー、アロマの香り漂うリラクゼーション
ルームなどのスパ施設と共に、フォーシーズンズならではのきめの細かいサービスとトリートメントで癒しのひ
とときをご堪能ください。

スパ

デイスパパッケージ料金より10％オフ 

＊デイスパパッケージとは  
喧騒を離れた空間で、ゆったりくつろげる温泉とスチームサウナ、日頃の心身の疲れを癒すトリートメント、リラクゼー
ションルームでのお茶のひとときをお楽しみいただけます。パッケージには、SPA（温泉、サウナ）、ジム施設利用とハ
ーブティーが含まれます。

＜パッケージトリートメントの一例＞ 
・琥珀（KOHAKU）～ゴールド＆アンバー～（フェイシャルトリートメント）
・ツリー オブ ライフ ボディトリートメント

その他のトリートメントや料金などの詳細は、フォーシーズンズホテル丸の内 東京」のウェブサイト(http://
www.fourseasons.com/jp/tokyo/spa/day_spa_pakage/)をご確認ください。

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●トリートメントは事前予約が必要です。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面をご呈示ください。
●ご予約の変更やお取り消しは、ご予約の24時間前までにご連絡ください。以降のお取り消しは、トリートメント代金を
100％キャンセル料として頂戴いたします。
●施術開始15分前には7階スパにお越しいただきますようお願いいたします。
●料金は予告なく変更となる場合があります。
●その他スパご利用の詳細条件はご予約の際にご確認ください。
●"アニバーサリー "は特典対象外です。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

050a14

03-5222-7222 （代表）

スパ営業時間／6:30～22:00
トリートメント受付時間／10:00～21:00（施術終了）

無

フォーシーズンズホテル丸の内 東京 詳しくはこちら>>
(http://www.fourseasons.com/jp/tokyo/spa/day_spa_package/)

デイスパパッケージ料金より10％オフ（フォーシーズンズホテル丸の内 東
京 スパ）
有効期間 2017/10/1〜2018/9/30 

http://www.fourseasons.com/jp/tokyo/spa/day_spa_package/
http://www.fourseasons.com/jp/tokyo/spa/day_spa_package/


東京ドームホテル内にある託児施設でセキュリティ面も安心です。初めてお子さまを預ける方の不安やお子さま
の緊張を明るく楽しいスタッフが解消します。リフレッシュしたい時や急な外出時の「一時預かり」に、ご優待料金
をご用意いたしました。

託児施設

「一時預かり」のビジター料金を5％オフ

小さなお子さまがいらっしゃる方にご利用いただける託児施設「キッズスクウェア 東京ドームホテル」をこのような時にお役
立てください。  
（例えば）  
子ども連れのお出かけが難しい冠婚葬祭などに  
美容院やエステ、お買物にお出かけの時に  
お母様同士の楽しいお食事のひとときに  
＜対象年齢＞  
3ヶ月～12歳
料金詳細は公式ウェブサイト (http://www.alpha-co.com/ks_tokyodomehotel_shosai.jsp)をご確認ください。

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面をご呈示ください。
●最少時間は2時間以上、以後30分単位での精算です。
●ご予約は、前営業日16:00までとなり、事前のご予約がない場合、お断りさせていただくこともございますのでご了承くださ
い。
●当日は10分程度のお打ち合わせを必要としますので、お時間に余裕を持ってお申し込みください。
●一時預かり以外のサービスは対象外です。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

227a14

03-5805-2272

月～日（特定日を除く）：10:00～18:00（延長保育あり）

託児施設「キッズスクウェア 東京ドームホテル」　詳しくはこちら>> (http://www.alpha-
co.com/ks_tokyodomehotel_shosai.jsp)

「一時預かり」のビジター料金を5％オフ（託児施設「キッズスクウェア 東京ド 
ームホテル」）
有効期間 2017/10/1〜2018/9/30

ご利用場所

http://www.alpha-co.com/ks_tokyodomehotel_shosai.jsp
http://www.alpha-co.com/ks_tokyodomehotel_shosai.jsp


池袋駅から徒歩1分、池袋立教通りにあるアンティーク調のインテリアが可愛らしいネイル＆アイラッシュ
サロン。お客様とのカウンセリングをしっかり行い、お一人おひとりのお悩みやご希望に沿ったデザイン
をご提案します。すべての施術にウォーターケアを採用。ネイルとまつげエクステの同時施術も可能で
す。

ネイル・アイラッシュサロン

【１】ネイル  
初回ご来店の方、ジェルオフ無料＆料金より20％オフ  
2回目以降ご来店の方、厳選オーガニックトリートメント（1,500円相当）をサービス 
【２】アイラッシュ  
初回ご来店の方、付け替えオフ無料＆アイパックサービス  
2回目以降ご来店の方、リピーター様限定割引プラン有り

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店またはお会計の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面を
ご呈示ください。
●他の特典とは併用いただけません。
●5,000円（税抜）以上ご利用いただいた場合にのみ適用となります。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

358a14

03-6912-7990

11：00～20：00（予約受付～19：30）

無

Nail ＆Eyelash Salon Elsa （ネイル＆アイラッシュサロン エルザ）　詳しくはこちら>> (http://n-elsa.com/)

初回ご来店の方、ネイルジェルオフ無料＆料金20％オフ、アイラッシュ
付け替えオフ無料＆アイパックサービス（ネイル＆アイラッシュサロン
エルザ）
有効期間 2017/10/1〜2018/9/30

http://n-elsa.com/


東京・池袋、サンシャインシティ前にある「タイムズ スパ・レスタ」。女性専用フロアでは多彩なスパやサウナ、
トリートメントをお楽しみいただけます。また、男女共用施設としてラウンジやレストランもあり、ご夫婦やカップ
ルでもご利用いただけます。

スパ

1.入館料＋女性専用サロン「レスタコンフォートフィトメール」でのトリートメント（60分）を13,350円／税込（通常15,750円
／税込）にてご利用いただけます。
サロンは全室個室で、静かな空間でリラックスしてトリートメントを受けていただけます。

フィトメールサロンのトリートメントは下記から1つ選択いただけます。
●タラソフェイシャル：60分
●タラソボディ：60分

2.入館料金（一般利用）を優待価格にてご利用いただけます。
●一般利用2,300円／税込（通常料金2,750円）
※11：30～ご利用可
※土・日・祝日・特定日は、休日割増料350円が必要です。
※妊娠中の方はご利用いただけません。また、健康状態により、施術をご提供できない場合がございます。 

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご来店の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面をご呈示ください。
●ご利用は、18歳以上の方とさせていただきます。その他ご利用に関する件はタイムズ スパ・レスタにお問い合わ
せください。
●入館料には、入浴料・館内着・タオルレンタル料が含まれております。
●午前0：00～5：00に在館の場合、深夜割増料(500円/60分）が必要です。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

232a14

03-5979-8924

タイムズ スパ・レスタ Times SPA RESTA 　詳しくはこちら>> (http://www.timesspa-resta.jp/)

1.入館料＋女性専用サロンでのトリートメントを優待価格でご提供 2.入館
料金を優待価格でご提供（タイムズスパ・レスタ）
有効期間 2017/10/1〜2018/9/30

ご利用場所

http://www.timesspa-resta.jp/


思い出に残るお誕生日会やサプライズパーティなど、様々なシーンにご利用いただける東京湾で最
大クラスのクルーザー。手頃なパッケージ料金で、冷暖房完備の室内、ソファーラウンジやフルオープ
ンデッキなど、広々とした船内にて快適にお過ごしいただけます。

クルーズ

クルーズコンシェルジュ厳選のボトルワインを1本プレゼント
ご予約いただくと、クルーズコンシェルジュが厳選したワインをラッピングしてお渡しします。1グループにつき1本
差し上げます。パーティの演出やおみやげなど、様々にご活用いただけます。
※除外日：隅田川花火大会、お台場花火大会、ほかイベント運航時

20名～40名様 

●フリーフロードリンクプラン＜お一人様7,000円（税サ別）＞
カクテルクルーズやアペリティフクルーズとして、お飲物だけでご利用いただけるプランです。
●ジュニアプレミアムプラン＜お一人様12,000円（税サ別）＞
季節の食材を取り入れた洋食ブッフェスタイルのお食事とフリードリンクがセットになった、パー
ティークルーズに最適なおすすめのプランです。
●プレミアムプラン＜お一人様15,000円（税サ別）＞
厳選された食材を使用し、ワンランク上のお食事をご提供いたします。（フリードリンク付）
特別な記念日や結婚のお祝い、会社のご接待などにもおすすめのプランです。
※上記のプランには船貸切料金も含まれます

1.お電話またはシティークルーザーアーバンランチのウェブサイトメールフォームにて、ご利用希望日時、クルー
ズ内容をお知らせください。
2.専用コンシェルジュが空き状況をお調べし、ご要望ご予算に応じたプランをご提案いたします。
3.その他ご不明な点やご要望などはコンシェルジュが丁寧にご案内いたします。

●アメリカン・エキスプレスのカードでお支払いいただいた場合にのみ適用されます。
●お電話にてご予約の際に、エッセンシア特典をご利用の旨とプログラムコードをお申し出ください。
●ご利用の際に、プログラムコードが記載されたページのプリントアウト、またはモバイルの画面をご呈示くださ
い。
●最初が3761-5、3761-74/75/76、3798-80で始まる法人カードは対象外です。

067a14

0120-929-963 （フリーダイヤル 9:30～17:30 年中無休）

10:00～22:00

毎月第2水曜　※8月は除く（電話受付は年中無休）

シティークルーザーアーバンランチ　詳しくはこちら>> (http://www.urbanlaunch.net/)

クルーズコンシェルジュ厳選のボトルワインを1本プレゼント（シティー
クルーザーアーバンランチ）
有効期間 2017/10/1〜2018/9/30



ご利用場所


