
2021年10月23日(土) 現在

【遊ぶ】

エリア 施設名 営業時間

東京ドームシティ アトラクションズ
　　平日　　 10:00～20:00

　　土日祝　10:00～21:00

Gロッソ

　　◆ミュージカル忍たま乱太郎第12弾

　　10/9(土)~24(日)

　　※忍たま上演期間はヒーローショーの開催なし

　　◆機界戦隊ゼンカイジャーショー

　　10/30(土)～2022/1/16(日)の土日祝

　　前売券発売中

アソボ～ノ！
　　平日　　　  10:00～18:00（最終受付:16:50）

　　土日祝　　   9:30～19:00（最終受付:17:50)

セガ 　　全日　 10:00～21:00

Gallery AaMo

　　『NATURE AQUARIUM EXHIBITION 2021 TOKYO』

　　9/17(金)～11/14(日)　※開催期間中無休

　　平日　　 12:00～19:00

　　土日祝　11:00～19:00　※全日最終入館 18:30

GOTON!

※9/29(水)ニューオープン
　　10：00～21：00

屋内型スポーツ施設　スポドリ!

　　【バッティング・ボルダリング】

　　10:00～21:00

　　【ゴルフ】

　　平日 8:00～21:00

　　土日祝 9:00～21:00

　　【野球塾】(最終コマ)

　　(小学生) 16:00～19:30

　　(中学生・大人) 19:40～20:40

　　【レンタルフィールド】

　　9:00~21:00

東京ドーム ローラースケートアリーナ
　　平日　 　13:00～20:00

　　土日祝　　10:00～21:00

東京ドームボウリングセンター
　　月～土　10:00～21:00

　　日祝　9:00～21:00

　クーバーラウンジ

（東京ドームボウリングセンター内）
 　 休業

卓球場　タクスル
　　月～土　10:00～21:00

　　日祝　　　9:00～21:00

宇宙ミュージアムTeNQ

 　 平日　　　　　　　　11:00～18:00

  　土日祝　　　　　 　10:00～19:00

  　※いずれも最終入館は閉館1時間前

スパ ラクーア  　10:00～21:00（最終受付　20:00）

フィットネス

　　月～土　　　　6:00～21:00

　　日　　　　　　13:00～21:00

　　祝日　　　　 10:00～21:00

【緊急事態宣言期間】　◆東京ドームシティ 営業情報一覧表◆

アトラクションズエリア

ラクーアエリア

黄色いビルエリア



2021年10月23日(土) 現在【緊急事態宣言期間】　◆東京ドームシティ 営業情報一覧表◆

【買う】

エリア 施設名 営業時間

BALL PARK STORE

　　巨人戦ナイター日：10:00～21:00

　　巨人戦デーゲーム：10:00～19:00

　　その他 ：10:00～19:00

G-SHOP

　　巨人戦ナイター日：11:30～21:00

　　巨人戦デーゲーム：11:30～19:00

　　その他 ：11:30～18:00

G-STORE

　　11:00～19:00

　　※巨人戦開催日(ナイター)　11：00～21：00

　　※10/23(土)のみ10:00開店

G-STORE NEW ERA®

　　11:00～19:00

　　※巨人戦開催日(ナイター)　11：00～21：00

　　※10/23(土)のみ10:00開店

東京宝島
　　平日　　 11:00～19:00

　　土日祝　 10:00～19:00

JUMP SHOP
　　平日　　 　10:30～19:00

　　土日祝　　10:00～19:00

キャラクターポップアップショップ

ピスケ and うさぎ SHOP

～ゆるっと商店街～

　　11:00～19:00

もじパラ
　　11:00～19:00

　　※定休日…毎週火曜・木曜

オオタスケート

　　11:00～17:00

　　※定休日･･･毎週月曜

　　※10/27(水)　臨時休業

ラクーアエリア ラクーア内　物販店舗

　　【物販・サービス店舗】

　　11:00～20:00

　　※詳細はラクーアホームページにてご確認ください

【21:00以降営業店舗】

黄色いビルエリア ローソン 　　24時間営業

ミーツポートエリア セブンイレブン 　　24時間営業

成城石井
　　月～土　　9:30～23:00

　　日　　　　　9:00～23:00

マツモトキヨシ 　　10:00～22:00

ラクーアエリア

アトラクションズエリア

東京ドーム

外周エリア



2021年10月23日(土) 現在【緊急事態宣言期間】　◆東京ドームシティ 営業情報一覧表◆

【食べる】
※酒類提供は20時まで

エリア 施設名 営業時間

タコベル 　　11:00～21:00

シェイクシャック

　　平日　　　                       11:00～15:00

　　土日祝　          　     　　   11:00～19:00

　　東京ドームイベント開催日　　　11:00～19:00

G CAFÉ

　　巨人戦ナイター：15:00～19:00

　　巨人戦デーゲーム：11:00～試合終了後30分程度

　　※巨人主催試合以外は休業日

ホットドッグスタンド
　　10:00～18:00

　　※酒類提供なし

マリオンクレープ

(アトラクションズ店)
　　10:00～閉園時間30分前まで

くまさんのカステラ
　　平日　　  12:00～17:00

　　土日祝　 11:00～18:00

サーティワンアイスクリーム 　　12:00～17:00

タリーズコーヒー
　　平日　　　9:00～19:00

　　土日祝　 9:00～20:00

MLB café TOKYO 　　11:30～21:00(L.O. 20:30)

マザー牧場 
CAFÉ＆SOFTCREAM

びっくりドンキー
ポケットキッチン

せたが屋

鶏味座YATAI

韓美膳

丸亀製麺

TGI FRIDAYS 　　11:00～21:00　(L.O.20:00)

後楽園飯店 　　11:30～21:00　(L.O.20:00)

デニーズ 　　7:00～21:00（L.O20:30）

ヱビスバー 　　11:30～21:00（L.O20:00）

プロント
　　平日　　　7:00～21:00（L.O.20:00）

　　土日祝　 8:00～21:00（L.O.20:00）

どうとんぼり神座
　　平日　11:00～21:00（L.O.20:30）

　　土日祝日　10:00～21:00(L.O.20:30)

シュマッツ・ビア・スタンド

　　平日　11:30～21:00（L.O.20:00）

　　土日祝日　11:00～21:00(L.O.20:00)

　　※毎週月曜定休

山本のハンバーグ
　　11：00～21：00

　　（15：00－16：00 一時閉店）

タイ料理ダオタイ

　　11：30～21：00（L.O.20：00）

　　※毎週月曜定休

　　※10/27(水)14:00-18:00　営業休止

DUMBO Doughnuts and Coffee 　　11:30～21:00

マリオンクレープ 　　12:00～18:00

東京ドーム

外周エリア

後楽園ホールビル

黄色いビルエリア

Hi!

EVERYVALLEY

アトラクションズエリア

フードコート

GO-FUN

　　平日11:00～20:00（L.O.19:30）

　　土日11:00～21:00（L.O.20:30）



2021年10月23日(土) 現在【緊急事態宣言期間】　◆東京ドームシティ 営業情報一覧表◆

【食べる】
※酒類提供は20時まで

エリア 施設名 営業時間

STARBUCKS COFFEE
　　7:00～22:30

　　（21:00～22:30はテイクアウト販売のみ）

ブールアンジュ

※9/18(土)グランドオープン※

　　平日・土　 7:30~21:00

　　日・祝　　　8:00~21:00

　　（20:00～21:00はテイクアウト販売のみ）

青龍門
　　ランチ　　　11:00～15:00　(L.O.14:30)

　　ディナー　　16:00～21:00（L.O.20:30）

コメダ珈琲店 　　7:00～21:00　(L.O.20:30)

TOKYO MERCATO 　　11：00～21:00　(L.O20:30)

CARVINO 　　10:00～21:00　　※予約営業のみ

叙々苑 　　11:30～21:00（L.O.20:15）

和食 えん 　　11:00～21:00（L.O.20:00）

ラクーアエリア ラクーア内　飲食店舗

　　【飲食店舗】　　11:00～21:00

　　※一部店舗営業時間変更あり

　　　詳細はラクーアホームページにてご確認ください

【21:00以降営業店舗】

ミーツポートエリア STARBUCKS COFFEE 　　22:30まで　テイクアウトのみ営業

ミーツポートエリア


