東京ドームシティ 施設のご紹介

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア

ラクーア 6F（フロント）

都心にいながらリフレッシュ！露天の檜風呂炭酸泉やフィンランドサウナが大人気。
4日（水）〜27日（金）の期間、平日限定で館内のトリートメント＆ビューティー店舗
の人気メニューが入館料とセットでお得に受けられるキャンペーンを実施します。
詳しくはHPをご覧ください。

平日 11：00〜21：00(最終入館20：00)
土日祝・特定日 10：00〜

・深夜割増料： 1,944円 ※深夜1：00〜朝6：00に在館時
・休日割増料： 324円 ※土日祝、特定日

03-3817-4173(スパ フロント)

03-3814-0109

平 日 一般 570円 / 学生 520円 / 中学生以下 470円
土日祝 一般・学生 620円 / 中学生以下 520円
●平日とくとくパック
（お一人様・貸し靴料込み）
・一般・学生
2ゲームセット 950円 / 3ゲームセット 1,200円
・ジュニア・シニア
2ゲームセット 800円 / 3ゲームセット 1,000円

東京ドームシティ アトラクションズ
アクセス抜群、入園無料、都心の遊園地で昼も夜もたっぷり遊び尽くそう！
卒業生がお得なイベント
「卒業生いらっしゃい2018」は5日（木）
まで。親子で挑戦
する冒険型なぞときイベント
「しまじろうと まほうのゆうえんち 〜行こうよ、
不思議
な冒険に！〜」
も開催中！また、20日（金）
より、靴を脱いで入る 新感覚お化け屋敷
「怨霊座敷」がオープン！
10:00〜21:00

エレベーター
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フィットネスクラブ東京ドーム（フロント） 7F

CuBAR LOUNGE（クーバーラウンジ）

黄色いビル 4F

ボウリングを楽しみながらお酒も飲める 大人のおしゃれな遊び場 。
バーカウン
ターを備えた落ち着いた雰囲気の空間で
ボウリングの楽しみ方が広がります。

03-3817-6001

東京ドーム ローラースケートアリーナ

黄色いビル 4F

ジオポリス 1F（入口）

全席指定
通常公演 1,500円（3才〜）

屋内の快適空間でローラースケートを楽しめます。無料ワンポイントレッスンは
毎日開催。

※前売券・当日券について詳しくはＨＰをご覧ください。
※公演当日朝まで前売券をお求めいただけます。
※完売の際はご了承ください。よい席はお早めにお求めください。

©T.T.T

平日 11：00〜22：00
土 10：00〜22：00 / 日祝 10：00〜21：00

スポドリ!

白山通り沿い

おとなとこどもが一緒に遊べる屋内型キッズ施設
「アソボ〜ノ！」
。
お子さまの成長や
性格に合わせて遊び方いろいろ。天候を気にせず思いっきり遊べます。
アソボーノ
初のイースターイベントや大人気のキッズチャレンジなど4月もイベントが目白
押し！詳しくはＨＰをご覧ください。

黄色いビル 3F

平日 10：00〜18：00 / 土日祝 9：30〜19：00

こども（6ヶ月〜小学生）
※以降30分毎に410円

※利用制限や館内規約等、HPなどでご確認の上、ご来館ください。

今月のオススメ グルメ &ショップ

こだわりのハンバーガー、ホットドッグ、フライやオリ
ジナルのビールなどを提供するＮＹ発のハンバーガー
レストラン。
1,500円〜
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スプラッシュガーデン

アトラクションズチケットカウンター 1F
スマイルカウンター 1F
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パラシュートゾーン

セーフティホーム

ベビールーム 1F (2か所)
ATM 1 F (北エレベーターホール）

地下鉄
水道橋駅（三田線）

東京ドーム ローラースケートアリーナ 4F

ミーツポートエリア

黄色いビル

WINS後楽園 1-9F / oﬀt後楽園 1F
レストラン＆カフェ
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TOKYO DOME CITY HALL 1F

ミーツポートガーデン

東京ドームホテル

コンビニ / ショップ / 郵便局

カフェ＆レストラン 1-5F

3F

法人サービスカウンター 2F

ATM 2F

コンビニ 1F

◀ 飯田橋ランプ方面

外堀通り

後楽橋

秋葉原方面

水道橋

神田川
◀ 飯田橋駅

西神田ランプ方面

東京ドームエリア

東京ドームホテル

1 TACO BELL NEW

43F アーティスト カフェ
43F C Maj7（シーメイジャーセブンス）

（トゥエニーオーオー）
6F 2000
6F ドゥ ミル
4F 熊魚菴たん熊北店

5 い・か・金
6 風と緑のビアガーデン 3/30オープン
7 タリーズコーヒー
13 BALL PARK STORE
14 アンダーアーマー クラブハウス
15 Ｇ-ＳＨＯＰ
16 忍たま乱太郎☆ショップ

みんな大活躍！の段 ※4/8 営業終了
名探偵コナンプラザ

4/13オープン

後楽園ホールビル

320円〜

2F 後楽園飯店
1F TGI FRIDAYS

ベースボールグッズ

ヒーローグッズ＆おみやげ

東京ドームを本拠地とする読売ジャイアンツのグッズはもち
ろん、
プロ野球12球団のグッズや MLB、東京ドームオリジナル
商品を取り揃えた総合ベースボールグッズショップです。

10

野球殿堂博物館

15

4 嘉賓
（カヒン）

8:00〜21:00 ※4/27 11：00〜

13

バイキングゾーン

ベビールーム 1F

3 銀蔵

スペシャルコーヒーショップ

88席
03- 6801- 8855

BALL PARK STORE

13

東京ドーム

2 シェイク シャック

世界各国より厳選した豆を使用、
最高の品質を追求し、
一杯一杯手作りで提供する本格的なエスプレッソを
気軽にお楽しみいただけるスペシャルティコーヒー
ショップ。
スイーツやホットミール等、
コーヒーに良く
合うフードメニューも充実しています。

11:00〜22:00

ATM 2F/3F

JR 水道橋駅

西 口

東 口

神保町方面

御茶ノ水駅 ▶

03-3817-6112

03-3812-4415

東京ドーム ２２ゲート横

ベビールーム 2F

※特定期間（3/23〜4/5）を除く平日のみ。混雑時は販売を終了する場合あり。

10:00〜22：00（ゴルフエリア 平日 8：00〜 / 土日祝 9：00〜）

2

ラクーアチケットカウンター 1F

地下道

930円（60分）

大人（中学生以上）
930円（入館料）
こども1日フリーパス 1,650円

ラクーアインフォメーション(11:00-21:00) 2F

ショップ＆レストラン

※特定期間（3/23〜4/5）の平日は9：30〜18：00
※受付は閉館70分前に終了します。

ボルダリング・バッティング&ピッチング・ゴルフ。
初心者から上級者、大人から子供まで誰もが
楽しみながらチャレンジできる屋内型スポーツ
施設「スポドリ!」。詳しくはHPをご覧ください。

東京ドームシティ アトラクションズ

3F

屋内型スポーツ施設 スポドリ！ 3F

ＡＳＯＢｏｎｏ!（アソボーノ）

入場料（2時間）
平 日 一般 1,200円 / 学生 1,000円 / 小学生以下 800円
土日祝 一般 1,500円 / 学生 1,200円 / 小学生以下 1,000円
03-3817-6196

野球殿堂博物館

ュー
ベニ
ルア
スタ
クリ

03-3817-6115

ショップ＆レストラン 1- 4F・9F

東京ドーム外周エリア

セーフティホーム(保安防災センター） 1F

快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー シアターＧロッソに現る！！
快盗 と 警察 、絶対に交わることのない2つの戦隊が時に激突し、
時に共闘する！
2 8 日（ 土 ）か ら は シ リ ー ズ 第 2 弾 が
スタート！シアターＧロッソで繰り広げら
れる大迫力バトルを見逃すな！

平 日 一般740円 / 学生680円 / 中学生以下610円
土日祝 一般・学生800円 / 中学生以下670円

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア（フロント） 6F

ラクーアガーデン

レストラン 1-2F

シアターGロッソ

平日 16：00〜22：30 ※4/2〜4/6 13:00〜
土 10：00〜 / 日祝 9：00〜

東京ドーム

総合案内所(10:00-21:00)

●ワンデーパスポート(アトラクション乗り放題チケット)
大人 3,900円 / シニア・中人 3,400円
小人 2,500円 / 幼児 1,500円
●ナイト割引パスポート(１７時以降アトラクション乗り放題チケット)
大人 2,900円 / シニア・中人 2,500円 / 小人 2,100円
●卒業生スペシャルチケット（アトラクション乗り放題＋スペシャルクーポン）
中学生以上の卒業生 2,600円(4/5まで)

03-3817-6115

10:00〜19:00

トイレ

チケット売場

大江

◀ 茗荷谷駅

◀

総合案内所

通り
白山

平日・土 10：00〜22：30 / 日祝 9：00〜22：30

アトラクションズエリア

黄色いビル 5F

大人から子供まで気軽に楽しめるボウリング。
平日の10時から17時は貸靴とゲーム
がセットになった「平日とくとくパック」がおすすめです。

げを
おみや
ら
買うな
コ
コ !

凡例

※利用制限や館内規約等、HPなどでご確認の上、ご来館ください。
※4/2（月）、4/3（火）は休館日です。

東京ドームボウリングセンター

シェイク シャック

戸線

駒込方面

丸の内線

入館料
18才以上 2,850円(入湯税150円含む)
6〜17才
2,052円

※4才未満入館不可(ファミリーデー除く） ※入館は15分毎
※当日券はTeNQチケットカウンターにてお求めください。

白山駅

春日通り

東京ドームシティ ガイドマップ

11：00〜翌朝9：00

一般 1,800円 / 高・大・専門学生 1,500円
4才〜中学生・65才以上 1,200円（前売は各200円引き）

ハンバーガーレストラン

GUIDE MAP

大塚方面

南北線

15日(日)まで
「美少女戦士セーラームーン×TeNQ 企画展 Over the Sailor Moon
〜宇宙への招待〜」
を開催中。
タカラッシュとコラボレーションした
「謎の暗闇宇宙展」
を19日(木)より開催します。
また7日(土)、
22日(日)は4歳未満のお子様も500円で
入館いただけるTeNQファミリーデーです。

ラクーアエリア

黄色いビルエリア

宇宙ミュージアムＴeＮＱ（テンキュー）

黄色いビル 6F

東大前駅

TOKYO DOME CITY

東京ドームエリア

東京宝島

19 アトラクションズエリア

東京ドームシティのおみやげ菓子や戦隊ヒーロー
グッズをはじめ、バラエティに富んだ雑貨を揃えて
います。
平日 11：00〜19：00 / 土日祝 10：00〜19：00

※イベント開催日など変更の場合あり

※4/2〜4/5 10:30〜 ※イベント開催日など変更の場合あり

03- 3817- 6127

03- 3817- 6272

黄色いビルエリア
2F デニーズ
2F YEBISU BAR
2F プロント
2F どうとんぼり神座
2F ローソン
2F 郵便局

3F リラッサ

アトラクションズエリア

9F 春風萬里

4F ユニクロ

9 HOT DOG STAND

9F 叙々苑

4F オリヒカ

3F アモスタイル バイ トリンプ

10 マリオンクレープ

3F ナナズグリーンティー

4F グローバルワーク

2F ウィゴー

11 くまさんのカステラ
（2F）

3F タリーズコーヒー 4/27オープン

4F オーサムストアー NEW

2F ニコアンド

12 サーティワン アイスクリーム
（2F）

2F スターバックスコーヒー

4F ノーティアム リニューアル

2F ディスコート

2F ピッツェリア マルデナポリ

4F コロンビアスポーツウェア リニューアル

2F カプリシュ レマージュ

2F 紅虎餃子房

4F カリカチュア・ジャパン

2F ボンバザール NEW

2F パークストリートカフェ

4F だがし夢や

2F コラージュガリャルダガランテ

2F 八天堂カフェ

4F カセットプラス NEW

2F ロペピクニック

2F 麺や

4F インマイプレイスbyラグマート 2F シャンブルドゥシャームイキ

2F シズラー

17 オオタスケート

2F 牛兵衛 草庵

18 もじパラ

1F ガーデンテラス

19 東京宝島

5F 山﨑伊久江美容室
5F 写真室 ジュノー
2F リフレッシュサロン エミナ
2F ホテルショップ
2F 日比谷花壇
2F ウェディングサロン

ミーツポートエリア
5F 和食えん
4F 叙々苑

4F 板前ダイニング するり
3F TOKYO MERCATO
3F ITALIAN BBQ CARVINO
2F バルコ

2F 青龍門

1F シェ・リュイ
1F スターバックスコーヒー

ラクーアエリア

8 MLB café TOKYO

20 セガ 東京ドームシティ
21 JUMP SHOP
フードコート
GO-FUN（ゴファン）

丸亀製麺
● Hot Spoon
● こめらく
みんなで、お茶漬け日和。
● せたが屋
● びっくりドンキー
ポケットキッチン
● マザー牧場
CAFÉ＆SOFTCREAM
●

かず

3F サックスバー.ジェーピー

2F 韓美膳

4F ＡＢＣマート リニューアル

2F コクーニスト

2F 神戸元町ドリア

3F 無印良品

2F ゴディバ

2F おぼんdeごはん

3F オリエンタルトラフィック

2F ピローヌ

1F ハブ リニューアル

3F インデックス

2F パサージュミニョン

1F ソバキチ NEW

3F クレアーズ

2F ショップイン

1F ババガンプシュリンプ東京

3F チュチュアンナ

2F ゾフ

1F サーティワン アイスクリーム

3F ジーナシス

2F バースデイ・バー NEW

1F つけめんTETSU

3F アルシーヴ リニューアル

2F リンツ ショコラ ブティック NEW

1F 海鮮三崎港

3F イング NEW

1F 青山フラワーマーケット

1F 築地銀だこ リニューアル

3F ロフト

1F マツモトキヨシ

1F ムーミンベーカリー＆カフェ リニューアル

3F ダッシングディバ

1F 成城石井

1F リトルマーメイド

3F レイジースーザン

1F バダンバルー

1F 東京純豆腐

3F ルイナス エル ディア

1F ケンタッキーフライドチキン

3F ウンナナクール
3F チチカカ リニューアル

1F セブン-イレブン

2F オークスブックセンター

3F サマンサモスモス

2F 東京ドームシティ チャンスセンター

※営業及びスケジュール等は、
都合により変更となる場合があります。
予めご了承ください。※休日・祝日およびイベント開催日は混雑が予想されますので、
公共交通機関をご利用ください。

6F TeNQ宇宙ストア

グルメ

ショップ 他

喫煙可

分煙（店舗により条件あり）

喫煙不可

