
2022年6月27日(月) 現在

【遊ぶ】

エリア 施設名 営業時間

東京ドーム

外周エリア
野球殿堂博物館

　　平日　　　13:00～17:00

　　土日祝　 10:00～17:00

　　※東京ドームでプロ野球開催日は18時まで

　　※最終入館は閉館時間の30分前まで

　　※月曜日休館

　　　(祝日・東京ドーム野球開催日・春夏休み期間中は開館）

東京ドームシティ アトラクションズ

　　6/1(水)～7/15(金)　10:00~21:00

　　7/16(土)～31(日)　 10:00~22:00

　　■アトラクションズイベント開催

　　・4/11(月)～7/14(木)　よりみち学割

　　・4/23(土)～9/25(日)　ぶるぶるアイスルーム～超冷凍体験～

　　・7/16(土)～8/28(日)　　 アニメ「インセクトランド」コラボイベント

　　※各アトラクションの営業時間や運行状況・イベント詳細は

　　　アトラクションズHPにてご確認ください

Gロッソ

　　■暴太郎戦隊ドンブラザーズショー

　　7/16(土)～7/31(日)の土日祝

　　8/2(火)～28(日)の休演日を除く毎日

　　※休演日：8/8(月)・8/16(火)・8/22(月)・8/23(火)

　　■舞台　NIGHT HEAD 2041-THE STAGE-

　　7/1(金)～7/10(日)

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　　 10:00～22:00

Gallery AaMo

　　■ファーブルに学ぶ！体感する昆虫展TOKYO

　　7/8(金)～9/4(日)

　　10:00～18:00

　　※開催期間中無休

ゲームセンター　GOTON! 　　10:00～22:00

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

　　10:00～22:00

　　■ゴルフ

　　平日　　8:00～22:00

　　土日祝　9:00～22:00

　　■野球塾(最終コマ)

　　(小学生) 16:00～19:30

　　(中学生・大人) 19:40～21:50

　　■レンタルフィールド

　　9:00~22:00

東京ドーム ローラースケートアリーナ

　　月～木　　13:00～20:00

　　金　　　　　13:00～21:00

　　土　　　　　10:00～21:00

　　日祝　　　 10:00～20:00

東京ドームボウリングセンター

　　月～木　　10:00～21:00

　　金・土　　10:00～22:30

　　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）

　　13:00～21:00

　　※土日祝のみ営業

卓球場　タクスル

　　月～木　10:00～21:00

　　金・土　10:00～22:30

　　日・祝　  9:00～21:00

宇宙ミュージアムTeNQ

　　【平日】11:00～18:00(最終入館17:00)

　　【土日祝・特定日】10:00～19:00(最終入館18:00)

　　※いずれも最終入館は閉館1時間前

　　■TeNQ × リアル宝探し『ある星座の王子と姫の伝説』

　　3/4(金)～7/4(月)

スパ ラクーア
　　11:00～翌9:00

　　※飲食店舗の営業時間は店舗により異なる

フィットネス

　　月～土　　  6:00～23:00

　　日　　　　 　13:00～21:00

　　祝日　　　　10:00～21:00

◆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



2022年6月27日(月) 現在◆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

　　■6月

　　10:00～19:00

　　※巨人戦ナイター日　10:00～試合終了後30分まで

　　※6/27(月)11:00～試合終了後30分まで

　　※6/28(火)12:00～19:00

　　■7月

　　10:00～19:00

　　※巨人戦ナイター日　10:00～試合終了後30分まで

　　※7/29(金)　10:00～18:00

G-SHOP

　　■6月

　　6/27(月)～6/30(木)　 休業

 　　■7月

　　巨人戦開催日(平日)　　 11:30～試合終了後30分まで

　　巨人戦開催日(土日祝)　 11:00～試合終了後30分まで

　　7/2(土).3(日)　　 　　 11:30～18:00

　　上記以外　　　　　　　 休業

G-STORE

　　通常営業　11:00～19:00

　　巨人戦開催日(ナイター)　11:00～野球終了後30分程度

　　※巨人戦デーゲーム（土日）は10:00オープン

G-STORE NEW ERA®
　　通常営業　11:00～19:00

　　巨人戦開催日（ナイター）11:00～野球終了後30分程度

東京宝島

　　■6月

　　6/27(月)～6/30(木)　11:00～19:00

　　■7月

　　平日　　11:00～19:00

　　土日祝　10:00～19:00

　　※7/19(火)以降、全日　10:00～19:00

　　※7/26(火)のみ　10:00～17:00

JUMP SHOP
　　平日　　　10:30～19:00

　　土日　　　10:00～19:00

キャラクターポップアップショップ

名探偵コナンプラザ
　　11:00～19:00

もじパラ
　　11:00～19:00

　　定休日　毎週火・木曜日

オオタスケート

　　11:00～17:00

　　定休日　毎週月曜日

　　臨時休業日　6/30(木)

黄色いビルエリア ローソン 　　24時間

ミーツポートエリア セブンイレブン 　　24時間

ラクーアエリア ラクーア内　物販店舗 　　11:00～21:00

アトラクションズエリア

東京ドーム

外周エリア



2022年6月27日(月) 現在◆東京ドームシティ 営業情報一覧表◆

【食べる】

エリア 施設名 営業時間
お酒の提供

について

タコベル 　　11:00～20:00 〇

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

〇

G CAFÉ

　　■6月・7月

　　プロ野球開催日のみ営業

　　※都市対抗野球大会期間は休業

　　ナイター日 　　15:00～試合終了後30分まで

　　デーゲーム日　 11:00～試合終了後30分まで

　　※6/27(月)ソフトバンク対ロッテ戦は休業

―

25CHICKEN
　　11:00～20:00（L.O. 19:30）

　　※平日のドームイベント未開催日は休業
〇

ホットドッグスタンド

　　■6月

　　10:00～18:00

　　■7月

　　10:00～18:00

　　※7/16(土)～7/31(日)の土日祝　9:45～18:00

　　※7/30(土)　9:15～18:00

〇

マリオンクレープ

(アトラクションズ店)
　　アトラクションズ開園時間～閉園時間30分前まで ―

くまさんのカステラ 　　当面の間、臨時休業 ―

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 　　9:00～21:00 ―

MLB café TOKYO

　　11:30～21:00（L.O.20:30）

　　※6/27(月）17:00～19:30貸切営業(営業再開は20:00）

　　　　　　　　23:00までの延長営業（L.O.22:30）

　　※6/30(木）17:00～19:30貸切営業(営業再開未定）

　　　　　　　　11:30～21:00（L.O.20:30）

〇

マザー牧場 
CAFÉ＆SOFTCREAM 〇

びっくりドンキーポケットキッチン 〇

せたが屋 〇

鶏味座YATAI 〇

韓美膳 〇

丸亀製麺 〇

TGI FRIDAYS

　　11:00～23:00

　　(L.O.フード22:00/ドリンク22:30)

　　※下記日時貸切営業

　　・6/27(月)16:00～20:30/営業再開時間20:30

　　　(貸切前L.O.15:00)

　　・7/11(月)11:00～15:00/営業再開時間15:00

〇

後楽園飯店 　　11:30～22:00（LO21:00） 〇

デニーズ 　　7:00～22:30(L.O22:00) 〇

ヱビスバー
　　11:30～23:00

　　(フードL.O.22:00/ドリンクL.O.22:30）
〇

プロント
　　平日　　 　9:00～23:00（L.O.22:00）

　　土日祝　　8:00～23:00（L.O.22:00）
〇

どうとんぼり神座
　　平日　　 　11:00～23:00（L.O.22:30）

　　土日祝　  10:00～23:00（L.O.22:30）
〇

　　平日:11:00～21:00（L.O.20:30)

　　土日祝:10 :00～21:00（L.O.20:30)

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

アトラクションズエリア

フードコート

GO-FUN



2022年6月27日(月) 現在◆東京ドームシティ 営業情報一覧表◆

【食べる】

エリア 施設名 営業時間
お酒の提供

について

シュマッツ・ビア・スタンド

　　11:30～21:00(L.O.20:30)

　　※平日のみ 15:00～16:00　一時閉店

　　※定休日:月曜（祝日・ドームイベント日は営業）

〇

山本のハンバーグ
　　11:00～21:00

　　(15:00~16:00　一時閉店）
〇

タイ料理ダオタイ

　　通常　11:30～22:00(L.O.21:00)

　　東京ドームプロ野球ナイター開催時

　　11:30～23:00(L.O.22:00)

　　※平日15:00~16:00は一時閉店

　　■定休日:6/28(火)

〇

DUMBO Doughnuts and Coffee 　　11:30～21:00 ―

マリオンクレープ 　　11:00～20:00 ―

スターバックスコーヒー (ミーツポート店) 　　7:00～22:30 ―

ブールアンジュ
　　平日・土　7:30～20:00

　　日・祝　　8:00～20:00
―

青龍門
　　ランチ　　11:00～15:00(L.O.14:30)

　　ディナー　16:00～22:30(L.O.21:45)
〇

コメダ珈琲店 　　7:00～22:30（L.O.22:00） ―

TOKYO MERCATO
　　11:00～22:00(L.O.21:00)

　　※東京ドームイベント時はL.O.21:30
〇

CARVINO
　　予約あり　10:00～21:00(L.O.20:00)

　　予約なし　休業
〇

叙々苑 　　11:30～23:00(L.O.22:15) 〇

和食 えん
　　平日　　 11:00～15:00/17:00～23:00

　　土日祝　11:00～16:00/17:00～23:00
〇

ラクーアエリア ラクーア内　飲食店舗 　　詳細はラクーアホームページにてご確認ください ―

ミーツポートエリア

Hi!

EVERYVALLEY


