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スパ、ショップ＆レストラン、アトラクションズの３つのゾーンが融合する商業施設「ラクーア」は、２０１３年  

５月１日（水）に開業１０周年を迎えます。これを記念してスパ ラクーアやショップ＆レストランのリニューアルを

はじめ、キャンペーンやイベントを実施します。 
 

◆スパ ラクーア リニューアル                                                 

スパ ラクーアでは開業１０周年を記念して、リラクセーションエリアの全面改装を中心としたリニューアルを

実施します。ホテルラウンジのようなラグジュアリーで落ち着いた空間を演出するとともに、新規コンテンツを導

入することで、より洗練されたリラックス空間へと生まれ変わります。 

 

◎改装オープン日：２０１３年４月２６日（金）  

            ※４月２２日（月）～２５日（木）は改装工事のため全館休館 

◎主な改装内容  

   ★リラクセーションエリア（５Ｆ）リニューアル 

      内装を全面改装するほか、下記の新規コンテンツを導入します。 

 ・リラックスラウンジのリクライナー、テレビモニターのリニューアル 

 ・カウチソファ席エリアを新設し、タブレット端末（ｄｏｃｏｍｏ  

  ＡＲＲＯＷＳ Ｔａｂ Ｆ-０５Ｅ）を導入 

 ・各席に充電用コンセントを設置 

 ・ヴィーナスラウンジを女性専用エリアに変更           

   

   ★空間音響デザインソリューション「ＫｏｏＮｅ
ク ー ネ

」を導入 

      ヒーリング バーデ（８、９Ｆ）に空間音響デザインソリューション  

「ＫｏｏＮｅ(クーネ)」を導入します。豊かな自然音（森の音・波の音） 

を再現するハイレゾリューション音源を流し、“音のサプリメント” 

として体感していただくことによって、より高次元なリラックス・ 

リフレッシュ空間を提供します。 
 

 ハイレゾリューション音源 

９６ｋＨｚ/２４ｂｉｔ（ＣＤの約３倍）の高音質、広帯域の情報量で可聴領域音以 

上の音の再生が可能であり、こうした自然音、環境音に囲まれることで人の 

脳は「α 波が増大」「活性化する」ことによってリラックス効果を感じるとされ 

ています。  

 

★館内着・ヒーリング バーデ専用ウェアのリニューアル 

      よりファッション性を重視し、ビビットなビタミンカラーを採り入れた 

     デザインと機能性を兼ね備えた、色鮮やかな館内着にリニューアルします。 

     女性用は、新たにワンピース型も加わり、リゾート気分を盛り上げます。 

 

ラクーア１０周年 

リラックスラウンジ イメージ 

カウチソファ席 イメージ 

 

館内着 イメージ 

ラウンジカフェ前 イメージ 

 

お客様からのお問い合わせ先：スパ ラクーア（フロント） ＴＥＬ．０３－３８１７－４１７３ 
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スクエアリボンパンプス 

５,９００円 

◆ショップ＆レストラン ニュー＆リニューアルオープン第１弾                                                

ラクーア ショップ＆レストランでは「東京の真ん中でリフレッシュを楽しむ」という施設コンセプトに合わせた、

ナチュラルで気取らないライフスタイルを提案するファッションやファッション雑貨、生活雑貨店など新規１６店

舗・改装２２店舗がオープンします。今回のリニューアルオープンを記念して各店では、お買い上げいただいた

お客様にノベルティプレゼントなど特典をご用意します。 

 

<新店舗> 

★ＣＯＬＬＡＧＥ ＧＡＬＬＡＲＤＡＧＡＬＡＮＴＥ 

（コラージュ ガリャルダガランテ） 

◎オープン日：２０１３年３月２日（土） 

◎業    態：レディースファッション・生活雑貨・生花  

コラージュすることで、大人の週末スタイルを 

楽しむ、知的で遊び心がわかるすべての女性 

に向けたセレクトショップ。  
 

◎オープン特典：１２,０００円以上お買い上げのお客様に、 

グリーンＰＯＴ（植物）のノベルティをプレゼント。 
 
 
 

★ＯＲｉｅｎｔａｌ ＴＲａｆｆｉｃ（オリエンタルトラフィック） 

◎オープン日：２０１３年３月２日（土） 

◎業    態：レディースシューズ  

          毎日違う服にあった靴を、手軽にコーディネ 

          イト。２２ｃｍ～２６ｃｍまで、豊富なサイズを 

展開。 
 

◎オープン特典：店内シューズ１０％ＯＦＦのほか、特別価格 

の商品も用意。（期間限定） 

 

 

★ＳＫＩＮＦＯＯＤ（スキンフード） 

◎オープン日：２０１３年３月９日（土） 

◎業    態：化粧品  

 “美味しいフードで作った美味しい化粧品”を 

コンセプトに、食べて体にいいフードを素材 

にした化粧品、約６００種類をラインナップ。 

 

◎オープン特典：２,０００円以上お買い上げのお客様に、オリジナル 

        ランチＢＯＸをプレゼント。さらに、オープン記念ラッ 

キーバッグと人気商品詰め合わせをご用意。 

   

 

 

ウエスト柄ギャザースカート 

１０,２９０円 

フリルモチーフヒールパンプス 

５,９００円 

モイスチャーエッグヘアーパック 

２,６００円 
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その他、下記の新規店舗がオープンします。 

    ３月２日(土)  マツモトキヨシ(ドラッグストア)／ＬＩＴＴＬＥ ＭＥＲＭＡＩＤ(ベーカリー)、 

Ｃｏｃｏｏｎｉｓｔ(ファッション雑貨)／ＳＡＣ’Ｓ ＢＡＲ(バッグ)、 

Ｒｏｐé Ｐｉｃｎｉｃ(レディースファッション)／ＣＵＢＥ ＳＵＧＡＲ(レディースカジュアル) 

ｕｎｅ ｎａｎａ ｃｏｏｌ(インナーウェア)／ＤＡＳＨＩＮＧ ＤＩＶＡ(ネイルサロン) 

Ａｎｄｅｍｉｕ(レディースカジュアル)／Ｋｉｉｔｏｓ(バラエティー雑貨) 

Ｌａｕｎｄｒｙ(レディース＆メンズカジュアル)／ＯＲＩＨＩＣＡ(メンズ＆レディースファッション) 

    ３月２３日(土)  ＣＩＡＯＰＡＮＩＣ ＴＹＰＹ(レディース＆メンズ＆キッズカジュアル) 

 

♪ラクーアオリジナル「プリッツ」プレゼント 

３月中に新規オープンまたは改装オープンする店舗でお買い上げの 

お客様、先着合計２０,０００名様にラクーアオリジナル「プリッツ」をプレゼント 

します。 

 

◎期   間：２０１３年３月２日（土）～ 

          ※各店舗のオープン日より配布します。 

          ※全館で２０,０００個配布予定。なくなり次第終了となります。 

 

◆フィットネスクラブ東京ドーム『１０周年リニューアルオープン』                                           

東京ドームシティ内で３０年以上にわたり営業しております会員制スポーツクラブ「フィットネスクラブ東京ドー

ム」は、ラクーアビルに移転して１０周年を迎えます。これに伴い一部館内施設の改装を実施し、２０１３年４月 

１日（月）にリニューアルオープンします。 

新型マシンの導入やロッカールーム、フロント及びエントランスの一新など、更なる利便性とサービス向上を

目指すとともに、お客様により快適にご利用していただける空間となります。 

なお、今回のリニューアルオープンを記念して、入会金が全額無料 

になる「リニューアルオープン Ｔｈａｎｋｓキャンペーン」を実施中です。 

（キャンペーンは４月度入会までが対象となります。） 

 

◎オープン日：２０１３年４月１日（月） 

         ※３月２６日(火)～３１日(日)はリニューアル工事のため臨時休業 

◎場 所：ラクーアビル ７～８Ｆ（フロント７Ｆ） 

◎営業時間：平日 ６：００～２３：００ / 日・祝 １０：００～２１：００ 

※最終入館は閉館時間の１時間前まで 

◎休 館 日：毎月１０日、２５日・年末年始 

※詳しい施設概要はホームページにてご確認ください。 http://laqua.jp/fitness  

 

 

マシンルーム（イメージ） 

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティわくわくダイヤル ＴＥＬ．０３－５８００－９９９９ 

お客様からのお問い合わせ先：フィットネスクラブ東京ドーム ＴＥＬ．０３－３８１７-６１０５ 
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◆シアターＧロッソ 新ヒーローショー第１弾 

『獣電戦隊キョウリュウジャー シアターＧロッソに現る！！』 

スーパー戦隊シリーズ３７作目となる新ヒーロー『獣電戦隊キョウリュウジャー』（テレビ朝日系列）のヒーロー 

ショー第１弾を２０１３年３月１６日（土）より、｢シアターＧロッソ｣にて開催します。 

地球最大の危機を救うために集結した５人の勇者・キョウリュウジャーが“獣電池”を駆使し、宇宙より飛来し

た暗黒種“デーボス”との戦いをシアターＧロッソで繰り広げます。 

 

◎名 称：獣電戦隊キョウリュウジャーショー第１弾 

         『獣電戦隊キョウリュウジャー シアターＧロッソに現る！！』 

◎期 間：２０１３年３月１６日（土）～４月２１日（日）の土日祝公演 

           ※３／２３～４／７は毎日公演   

◎公演時間：約３０分 

◎場 所：シアターＧロッソ 

◎料 金：１,５００円（３歳以上）  ※２歳以下無料（席が必要な場合有料） 

◎前売販売：Ｕ Ｒ Ｌ：http://eplus.jp/hero/ 

Ｔ Ｅ Ｌ：０５７０－０６－９９１５（自動音声） 

  ◎あ ら す じ：人類を滅亡させるため、長い沈黙を破りデーボス軍が目の前に現れた・・・。 

           狙いは人々の「喜・怒・哀・楽」の感情。 

暗黒種デーボスの復活に必要不可欠なこの「感情」が今、奪われようとしている。 

その時、５人の勇者が華麗に現れた！ 

史上最大、最強にブレイブなバトルが今、シアターＧロッソで始まる！ 

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティ アトラクションズ ＴＥＬ．０３－３８１７－６００１ 

 

◆『３Ｄトリックフォトスタジオ トリパラ』に獣電戦隊キョウリュウジャーが登場！               

ジオポリス地下１Ｆの「３Ｄトリックフォトスタジオ トリパラ」内の作品に、「獣電戦隊キョウリュウジャー」が 

登場します。立体的な絵や錯覚を利用した仕掛けによって、キョウリュウジャーたちと一緒に戦っているような

迫力ある写真を撮って楽しめます。その他にも、動物や恐竜が飛び出す不思議な写真など３０点以上をお楽し

みいただけます。 

 

【施設概要】 

◎名 称：３Ｄトリックフォトスタジオ トリパラ 

        （旧名称：３Ｄトリックアートパラダイス トリパラ） 

◎場 所：ジオポリス 地下１Ｆ 

◎料 金：大人（中学生以上）８００円 

こども（３歳～小学生）６００円 

        ※ワンデーパスポート使用不可 

         ※ワンデーパスポートまたはキョウリュウジャーショー観覧券をお持ちのお客様は２００円引きとなります。 

※獣電戦隊キョウリュウジャーの作品は３月１６日（土）より設置予定です。 

©2013 テレビ朝日・東映 AG・東映 

獣電戦隊キョウリュウジャー 
©2013 テレビ朝日・東映 AG・東映 

東京ドームシティ アトラクションズ 

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティ アトラクションズ ＴＥＬ．０３－３８１７－６００１ 
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◆獣電戦隊キョウリュウジャー 「ヒーローメニュー」登場                             

ベースボールカフェ、ビッキーズなどの東京ドームシティ内レストランでは、お子様に大人気の戦隊ヒー 

ローの人形がセットになった「ヒーローメニュー」がお楽しみいただけます。４月からは「獣電戦隊キョウリュウ 

ジャー」の人形が登場します。 
 

◎人形付きヒーローメニュー（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※その他店舗（ホットドッグスタンド、フェスタカフェ）でもメニューをご用意しております。 

    ※店舗・メニューにより、人形の色や種類は異なります。 

 

お客様からの問い合わせ先：東京ドームシティわくわくダイヤル TEL．０３－５８００－９９９９ 

 

◆東京ドームホテル特別企画『獣電戦隊キョウリュウジャー ＧＷファミリーブッフェ』               

東京ドームホテルでは、２０１３年５月５日（日・祝）に「獣電戦隊キョウリュウジャー ＧＷファミリーブッフェ」を

開催します。ヒーローショーには、歴代ヒーローのレッドバスターとゴーカイレッドが登場するほか、鎌田章吾・

高取ヒデアキによるテーマ曲のミニコンサートも開催し、さらにお子様券をお持ちのお客様には「獣電戦隊 

キョウリュウジャー」との写真撮影やお土産をプレゼントいたします。 

 

◎日   時：２０１３年５月５日（日・祝） 第１回 １０：１５～ 第２回 １３：３０～ 

◎場   所：東京ドームホテル地下１Ｆ 大宴会場「天空」 

◎内   容：【お食事】ホテル特製ブッフェ料理・フリードリンク（ソフトドリンク、ビール） 

【ショー】ヒーローショー「獣電戦隊キョウリュウジャー」 

ミニコンサート 出演：鎌田章吾/高取ヒデアキ 

【特典】「獣電戦隊キョウリュウジャー」との写真撮影会とお土産付き(お子様券をお持ちのお客様のみ)  

◎料   金：大人（中学生以上） １０,０００円   お子様（３歳～小学生） ８,０００円  

※お食事、お飲物、ショー、ミニコンサート、サービス料込み  

※３歳未満のお子様でも、お席が必要な場合は有料  

◎予   約：東京ドームホテル 公式ホームページ http://www.tokyodome-hotels.co.jp 

※２０１３年３月４日（月） １１：００ より受付開始  

 

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームホテル バンケットセールス部 イベント事務局 

ＴＥＬ．０３－５８０５－２３２３ （受付時間 １１：００～１８：００） 

 

 

ヒーロー人形 

（イメージ） 

【ビッキーズ】 

お子様カレー ８２０円 
【ベースボールカフェ】 

キッズバーガー ８２０円 
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◆『卒業生いらっしゃい２０１３』                                              

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１３年３月１日（金）～４月７日（日）まで、この春卒業を迎える 

学生を対象にした『卒業生いらっしゃい２０１３』を開催します。２０１３年春に卒業を迎える学生を対象に、 

ワンデーパスポートに東京ドームシティ内の施設や飲食店で使用できる｢卒業生クーポン｣を付けた 

｢卒業生スペシャルチケット｣を販売します。 

 

◎名 称：卒業生いらっしゃい２０１３ 

◎期 間：２０１３年３月１日（金）～４月７日（日）  

◎営業時間：１０：００～２１：００ 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://at-raku.com 

◎内 容：２０１３年春に卒業されるお客様に「卒業生スペシャルチケット」を販売し、卒業生以外の学生の 

        お客様にはパスポート購入の際に、次回来園時に使える「グループ半額券」を差し上げます。 

          飲食店舗でのイベント限定メニューや東京ドームホテルでのお得な宿泊プランも展開します。 

 

卒業生スペシャルチケット 

２０１３年春に卒業を迎える学生を対象としたワンデーパスポートに、東京ドームシティ内の施設や飲食

店で使用できる「卒業生クーポン」が付いたチケットです。 
 

〔クーポン内容例〕 

東京ドーム ボウリングセンター ボウリング１ゲーム無料  ※貸靴は有料（３５０円）、１７時まで 

東京ドーム ローラースケートアリーナ 入場料（２時間利用）無料 ※貸靴は有料（５００円） 

スパ ラクーア（１８歳以上のみ） 入館料割引（２,５６５円→１,８９０円）※休日・深夜割増料金は別途 

ベースボールカフェ   パリジャンハニートースト半額（７００円→３５０円） 

ホットドッグスタンド   ソフトクリーム１００円引き（３００円→２００円） 

フェスタカフェ   パスタご注文でソフトドリンク１杯無料 

ホットドッグイン   プレーンホットドッグ半額（３８０円→１９０円）  など全３３種類 
       

〔対象〕幼稚園から大学・専門学校などを２０１３年春に卒業されるお客様 

※卒業証書や学生証、小学校卒業の方は保険証など生年月日のわかるものを持参（コピー可） 

〔料金〕中学以上の卒業生 ２,５００円、小学校の卒業生 ２,０００円、３～５歳の卒業生 １,２００円 

※通常 ワンデーパスポート １８歳以上 ３,８００円、中高生 ３,３００円、小学生 ２,０００円、幼児 １,２００円 

※他の割引との併用不可 

 

   グループ半額券 

    卒業生以外の学生のお客様には、ワンデーパスポートをご購入の際に、次回来場時に使用できる 

「グループ半額券」をプレゼントします。 
 

   〔特典内容〕４月８日（月）～６月３０日（日）の期間、４名以上のグループで来場し「グループ半額券」を 

提示すると、ワンデーパスポートを半額でご購入いただけます。 

※幼児（３歳～５歳）は割引対象外 

※４月２７日（土）～５月６日（月・祝）は利用対象外 

   〔ワンデーパスポート料金〕１８歳以上 ３,８００円、中高生 ３,３００円、小学生 ２,０００円、幼児 １,２００円 
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   イベント限定フードメニュー 

    ジオポリスゾーンのホットドッグスタンドでは、遊び心あふれる３種類の「卒業生いらっしゃい限定 

メニュー」を販売し、卒業の思い出づくりを盛り上げます。 
 

〔イベント限定メニュー〕 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

   卒業記念撮影スポット 

    東京ドームシティ アトラクションズでの思い出づくりに、 

記念写真を撮影できるスポットを設置します。 
 

    〔場所〕パラシュートゾーン お化け屋敷前 

 
 

 

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティ アトラクションズ ＴＥＬ：０３－３８１７－６００１ 

 

♪東京ドームホテル「卒業生いらっしゃい２０１３ 宿泊プラン」 

東京ドームホテルでは、東京への卒業旅行にピッタリな卒業生限定特別プランを販売中です。 

「卒業生スペシャルチケット」が３００円引きで購入できる引換券やスーパーダイニング「リラッサ」での朝食が付

いたお得なプランです。また、４名以上でご利用の際は、グループでの宿泊に最適な「コネクティングルーム」も

ご利用いただけます。 
 

   〔対象期間〕２０１３年３月１日（金）～２０１３年４月６日（土） 

   〔利用人数〕１室あたり２名から６名まで 

   〔料 金〕２名１室（ツインルーム）  １８,０００円 

              ３名１室（トリプルルーム） ２２,５００円 

           ４名２室（コネクティングルーム）４０,０００円 ※インターネット予約限定 

              ５名２室（コネクティングルーム）４５,５００円 ※インターネット予約限定 

           ６名２室（コネクティングルーム）５１,０００円 ※インターネット予約限定 

   〔予約方法〕東京ドームホテル公式ホームページ http://www.tokyodome-hotels.co.jp/ 

東京ドームホテル宿泊予約 ＴＥＬ．０３－５８０５－２２２２ 

    

 

★コングラチュリトス ３００円 ★ポップコーングラチュレーション 

塩味：３００円、キャラメル味：３５０円 

★たこ焼きロシアンルーレット ４５０円 

 

イメージ 
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◆『東京ドーム開場２５周年記念 ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１３』                                      

東京ドームシティでは、２０１３年３月２３日（土）～４月７日（日）まで、 『東京ドーム開場２５周年記念     

ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１３』を開催します。期間中は、原監督の巨大像が正面ゲートに登場しファンの皆様を迎え

るほか、選手の顔写真スタンプを集めるスタンプラリーなど、多彩なイベントをご用意します。 

 

◎名   称：東京ドーム開場２５周年記念 ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１３ 

◎主   催：読売巨人軍／読売新聞社／東京ドーム 

◎特別協力：日本テレビ放送網 

◎期   間：２０１３年３月２３日（土）～４月７日（日）  

◎場   所：東京ドームシティ全域 

◎料   金：無料 

◎内   容：    

原監督 巨大像  

高さ４ｍの原監督の巨大像が東京ドーム前に出現！今シーズンの優勝を誓い、ファンの皆様をお迎えしま

す。 

【場 所】東京ドーム２２ゲート前      【期 間】３月２３日（土）～４月７日（日）  

 

オールＧ戦士スタンプラリー   

原監督とジャイアンツの登録全選手の顔写真スタンプが､今年も東京ドームシティに登場します。スタン

プを集めてゴールすると、もれなくＧＩＡＮＴＳ開幕祭スペシャルグッズがもらえるほか、抽選で素敵な賞品が当

たります。 

【場 所】東京ドームシティ全域      【期 間】３月２３日（土）～４月７日（日） 

 

プロ野球開幕スペシャルトーク  

東京ドーム開幕３連戦の試合直前にプロ野球中継解説者が、これから始まる試合や今年のペナント 

レースを熱く語ります。※出演者未定 

【場 所】東京ドーム２２ゲート前 ステージＧ－ＫＩＮＧ    【日 程】３月２９日（金）～３月３１日（日） 

 

ＧＩＡＮＴＳ開幕祭２０１３ スペシャルステージ  

ペナントレース開幕に向けて、ファンの皆様と一層盛り上がるためのステージを開催します。※出演者未定 

 

【場 所】東京ドーム２２ゲート前 特設ステージ     【日 程】３月２３日（土）・２４日（日） 

 

ＧＩＡＮＴＳ フォン  

受話器の向こうから選手が語りかけてくる電話「ＧＩＡＮＴＳ フォン」が今年も登場します。昨年よりも多く

の選手の声をお届けします。これから戦いに向かう選手の熱い“声”をお楽しみください。 

【場 所】東京ドームシティ内     【期 間】３月２３日（土）～４月７日（日） 

 

ＧＩＡＮＴＳ 優勝×東京ドーム開場２５周年記念 パネル展  

東京ドーム２５周年を記念して、２５年間におけるシャイアンツ優勝の写真パネルを展示します。 

【場 所】東京ドームシティ アトラクションズ       【期 間】３月２３日（土）～４月７日（日）     

など 

※各イベント名称・内容・出演者・会場等は変更となる場合がございますのでご了承ください。 

お客様からの問い合わせ先：東京ドームシティわくわくダイヤル ＴＥＬ．０３－５８００－９９９９ 

野球関連情報 
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◆東京ドーム内に新店オープン＆「選手プロデュース弁当」登場                                 

２０１３年の野球シーズン開幕に向けて、３月２日（土）より東京ドーム内に３つの飲食売店がオープンします。

また、２Ｆコンコースの売店が落ち着きのあるシックな店舗デザインにリニューアルし、メニューボードには４０イ

ンチのモニターを全９１台設置します。 

さらに昨年も大好評だった東京ドーム内限定販売の「選手プロデュース 

弁当」も今回は８選手で登場。野球観戦とともに美味しいグルメをお楽しみ 

いただけます。 

  

新店概要 

 ◎オープン日：２０１３年３月２日（土） 

※いずれもプロ野球開催日を中心に営業 

★ピエトロパスタ ミオミオ（１Ｆ３塁側） 

野球観戦しながら手軽に食べられる、カップ入りのパスタを提供。 

ピエトロ自慢のドレッシングを使用した野菜たっぷりのサラダパスタが 

おススメです。 

・エビかつサラダパスタセット(東京ドーム限定) ８５０円  など 

 

★一口餃子専門店 赤坂ちびすけ（１Ｆ３塁側） 

こだわりの素材と秘伝スパイスを使用した、赤坂に本店を構える一口餃

子のお店。野球観戦のビールのお供にぴったりです。 

・一口揚げ餃子（ちびすけ） 〔８個〕 ５００円  など 

 

★築地 銀だこ（外野ライトスタンド側） 

“皮はパリッと、中はトロッと、タコはプリッと”のたこ焼でおなじみの 

「銀だこ」がいよいよ東京ドーム内に登場。選手たちの熱い戦いを見ながら、

こだわりの食材を使った熱々のたこ焼をどうぞ。 

・たこ焼 〔６個〕 ５００円  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティわくわくダイヤル ＴＥＬ．０３－５８００－９９９９ 

 

 

 

 

東京ドーム内限定販売！「選手プロデュース弁当」 

２０１１年より販売を開始し、毎年大好評のジャイアンツ選手によるプロデュース弁当が、見た目も味もパ

ワーアップして登場します。 

今回は、昨年の７選手（阿部、内海、小笠原、坂本、長野、澤村、高橋由）に、新たに杉内選手が加わっ

た合計８選手のお弁当を、各１,５００円にて販売します。 

※詳細は３月末ごろ発表予定です。 

◎販売場所：東京ドーム場内売店 

◎販売期間：２０１３年３月２９日（金）より、東京ドームでの巨人戦開催日 

 

 

 

２Ｆコンコース売店(イメージ) 
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◆ベースボールカフェ『２０１３ シーズンオープナー ～ボールパーク フランク～』          

メジャーリーグテーマレストラン「ベースボールカフェ」では、２０１３年３月１日（金）～４月３０日（火）の期間、

野球シーズンスタートとＷＢＣ(ワールドベースボールクラシック)の開催を記念し、『２０１３ シーズンオープナー 

～ボールパーク フランク～』を開催します。メジャーの野球観戦には欠かせないホットドッグのオリジナル 

メニューを期間限定で提供します。＜協賛：米国食肉輸出連合会＞ 

 

◎期   間：２０１３年３月１日（金）～４月３０日（火） 

◎主なメニュー： 

・ファストボール ドッグ １,１５０円 

ボールパークではおなじみのピクルス、オニオン入りのアメリカンスタ

イルのホットドッグです。 

・カムバックアワード ドッグ １,２７０円 

バーベキュー＆チェダーチーズソースの、食べ応え十分なビーフドッ

グ。過去に人気のあったメニューが再び登場します。 

・パワーヒッター ドッグ １,１８０円 

消化が良く栄養価も高い、パワーの源「バナナ」の甘いソースがか 

かった、意外性と美味しさ兼ね備えた一品です。 

                                    など全６品 

※すべてのホットドッグメニューはオークランド名物ガーリックポテトとサラダ付き。 

 
 【ベースボールカフェ概要】 

□営業時間：平日 １１：３０～２２：３０（Ｌ．Ｏ．２２：００） 土日祝 １１：００～２２：３０（Ｌ．Ｏ．２２：００） 

□場   所：クリスタルアベニュー沿い 

 

お客様からのお問い合わせ先：ベースボールカフェ ＴＥＬ．０３－３８１７－６２６２ 

 

◆『風と緑のビアガーデン』営業開始                                       

野球シーズン到来とともに、今年も２０１３年３月２０日（水・祝）より「風と緑のビアガーデン」が東京ドーム２２

ゲート前にて営業を開始します。東京ドームシティの景色やモニターのスポーツ中継を見ながら、よく冷えた注

ぎたての生ビールと約２０種類のおつまみをお楽しみいただけます。 

 

◎期 間：２０１３年３月２０日（水・祝）～１１月上旬  

◎場 所：東京ドーム２２ゲート前 

◎営業時間：１１：００～１７：００ または １５：３０～２１：００ 

※日程により異なる／Ｌ．Ｏ．は閉店３０分前 
※営業日､営業時間については、当日のイベントや天候により 

変更となる場合あり。ＨＰにて要確認。 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyo-dome.co.jp/gourmet/shop/7  

◎主なメニュー： 

［ドリンク］生ビール（キリン一番搾り、バドワイザー、黒生） ６５０円、サワー各種 ４５０円 

［フ ー ド］鶏の唐揚げ、フライドポテト、焼きそば、たこ焼き、枝豆など約２０種類、全品５００円 

 

お客様からのお問い合わせ先：風と緑のビアガーデン ＴＥＬ．０３－３８１７－６２８６（営業時間内のみ） 

 
店舗イメージ 

カムバックアワード ドッグ 

 

 

カムバックアワード ドッグ 

パワーヒッター ドッグ 
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◆東京ドームホテル『巨人戦観戦宿泊プラン』                                 

東京ドームホテルでは、開幕戦から６月下旬までの試合を対象とした『巨人戦観戦宿泊プラン』の予約を、

インターネットならびに電話で受付中です。東京ドームで開催される巨人戦の内野指定席と宿泊がセットになっ

た本プランは、今年よりＳ席（１塁・３塁側）・Ａ席（１塁側）・Ｂ席（１塁側）を指定できるなど内容をリニューアルし、

よりお楽しみいただけるプランとなりました。 

 

◎対象期日：２０１３年東京ドーム 巨人戦公式戦開催日 
        ※７月から最終戦までのプラン予約受付は下記のとおりです。 

          〔インターネット予約〕２０１３年５月８日（水）１０：００～ 〔電話予約〕２０１３年５月１５日（水）１０：００～ 

◎プラン内容：東京ドームホテル宿泊（朝食付き）と東京ドームで行われる宿泊当日の巨人戦内野指定席券 

     ※デーゲームの際も試合当日の宿泊となります。 

◎料 金 例：２名様利用・１泊１名様料金（サービス料・諸税込み） 

  Ｓ席 １７,０００円～３６,０００円 

Ａ席 １６,５００円～２５,０００円 

Ｂ席 １４,０００円～２２,０００円 
※日程により料金が異なります。 

※席種により部屋タイプが異なります。 

※Ｓ席１名様・３名様のご利用は、いずれも電話予約のみとなります。 

※Ｓ席（１塁側・３塁側）、Ａ席・Ｂ席（１塁側）の指定ができます。 

※上記２名様利用のほか、１名様・３名様利用のプランもあります。 

※料金詳細については下記ＵＲＬにて掲載しております。 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/plan/giants2013.php 

◎予 約 先：東京ドームホテル 

〔インターネット予約〕【Ｐ     Ｃ】 http://www.tokyodome-hotels.co.jp 

【モバイル】 http://www.tokyodome-hotels.co.jp/m/ 

〔電話予約〕 ０３－５８０５－２２２２（受付時間 １０：００～１７：００） 

  

◆野球体育博物館『ＷＢＣ展』                                           

野球体育博物館では２０１３年３月３１日（日）まで、３月に行われる「ワールドベースボールクラシック」に出

場する日本代表チームを応援する企画展『ＷＢＣ展』を開催しています。 

昨年１２月より実施している本企画展では、過去の大会の優勝トロフィーや大会関連資料をはじめ、出場選

手が使用した用具やウイニングボールなどを展示中で、３月からは今大会出場選手の紹介や試合速報に加え、

関連資料をご紹介していきます。  

 

◎名 称：企画展『ＷＢＣ展』 

◎期 間：２０１３年３月３１日（日）まで 

◎場 所：野球体育博物館 企画展示室 

◎入 館 料：大人５００円、小・中学生２００円、６５歳以上３００円 

◎開館時間：（３月～９月）１０：００～１８：００  

※入館は閉館時間の３０分前まで 

◎休 館 日：月曜日 

※祝日・東京ドーム野球開催日・春・夏休み期間中は開館 

◎主な展示物：過去大会（２００６年・２００９年）の関連資料 

          優勝トロフィー（２００６年トロフィーは３月８日より展示）/決勝戦のウイニングボール/ 

出場選手の使用野球用具（イチロー選手、松坂大輔選手他）/写真パネル  など 

 

お客様からのお問い合わせ先：（財）野球体育博物館 ＴＥＬ．０３－３８１１-３６００ 

 

展示イメージ 
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◆『５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ミーツポートでウォーリーを探そう！』                        

２０１３年３月１９日（火）に開業５周年を迎えるミーツポートでは、３月１日（金）～３１日（日）の期間、 

『５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ミーツポートでウォーリーを探そう！』を開催します。５,５５５名様にプレゼントが当たるス

クラッチカードの配布や、館内の隠れウォーリーを見つけると素敵なプレゼントが当たるキャンペーンなど、日

頃のご愛顧に感謝するイベントを実施します。そのほか、館内各所にウォーリーの装飾を施し、「ウォーリーを

探せ！」とコラボした５周年企画となります。 

 

◎名   称：５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ミーツポートでウォーリーを探そう！ 

◎期   間：２０１３年３月１日（金）～３１日（日） 

◎対象店舗：ミーツポート内 １０店舗 

和食えん/叙々苑/セレブ・デ・トマト/バルコ/北のぽん太 

ＥＮＯＴＲＩＡ Ｄｉａｎａ/神楽坂 茶寮/シェ・リュイ 

スターバックスコーヒー/セブン-イレブン 

◎内   容： 

★５,５５５名様に当たる！「スクラッチでウォーリーを探せ！」 

期間中、対象店舗にて５００円ご利用毎に１枚スクラッチカードを配布、 

ウォーリーのキャラクターが出たら下記賞品をプレゼントします。 
 

【賞 品】 ウォーリー賞[５０名] ミーツポートご利用券（５,０００円分） 

ウェンダ賞[１,０００名] ミーツポートご利用券（５００円分） 

ウーフ賞[１,０００名] オリジナルウォーリーグッズ 

しろひげ賞[３,５００名] ミーツポート１００円ご利用券 

 

    

 

 

 

★「行き先はどこだ！？ミステリーツアー」ご招待 

     対象店舗１回５,０００円以上利用で１枚、応募用紙を配布します。必要事項を記入して応募すると、 

抽選で１組２名様に２泊３日の旅行が当たります。行き先は、当選のご連絡時までお楽しみです。 

     ※ツアーは航空機利用の国内旅行となります。 

★ＴＤポイントカード「基本ポイント５倍！キャンペーン」 

期間中、対象店舗（セブン-イレブンを除く）では、東京ドームグループのポイントカード「ＴＤポイントカー

ド」の基本ポイントが５倍になります。 

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティわくわくダイヤル ＴＥＬ．０３－５８００－９９９９ 

イメージビジュアル 

ミーツポート５周年 

“Where’s Wally?” 

TM&ⒸClassic Media Distribution 

Limited.All rights reserved. 

 
♪はずれても、ウォーリーを探して賞品が当たるＷチャンス  

館内に隠れているウォーリーを探し、見つけた場所をカードに記入して応募すると、 

抽選でミーツポートご利用券１０,０００円分が当たるＷチャンス！ 

Ｗチャンス賞[５名] ミーツポートご利用券（１０,０００円分） 

 



  

東京ドームシティご案内 

さまざまなエンタテインメント施設を有するアーバンリゾートシティ『東京ドームシティ』は、さらに魅力ある街を目指します。 
 
  ■所在地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 東京都文京区後楽１-３-６１ 

■お問い合わせ先・・・・・・・・・・・ 東京ドームシティわくわくダイヤル TEL.０３-５８００-９９９９ 

  ■総面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３３,５４２.５１㎡（４０,３９６.６１坪） 

  ■公式サイト・・・・・・・・・・・・・・・・ http://www.tokyo-dome.co.jp/  

  ■交通案内・・・・・・・・・・・・・・・・・ [電車] ＪＲ中央線・総武線、都営三田線『水道橋駅』 徒歩１分 

東京メトロ丸ノ内線、南北線『後楽園駅』 徒歩１分 

都営大江戸線『春日駅』 徒歩３分 

                  [車]   首都高速５号線 飯田橋出口から外堀通り水道橋交差点左折 

西神田出口から外堀通りお茶の水方面右折 

  ■駐車場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [東京ドームシティ内共通]    約７００台 

[東京ドームホテル専用駐車場]   ２８３台 

[料金]  ４００円／３０分 ※平日に関しては最大料金設定日あり 
 

 

 

       東京ドームシティ内 主な営業施設 ※２０１３年２月２８日現在 
 
 

 

●東京ドーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日本初の全天候型多目的スタジアム 

 野球をはじめ、コンサート、コンベンションなどさまざまなイベントを開催 
               

                   ・・ 大人からこどもまで、ワクワクできるアトラクションが揃ったアミューズメントエリア 

 営業時間 １０：００～２１：００ ※イベント・季節により異なる場合あり 

ワンデーパスポート［アトラクション乗り放題］あり・各アトラクション単券もあり（入園無料） 

※料金についての詳細は公式ＨＰ http://at-raku.com/ をご覧ください。 
 

●シアターGロッソ・・・・・・・・・・・・・・ お子様に人気の戦隊ヒーローショーを中心に、多彩なイベントを開催するアクションシアター 

客席数は７６５席 

●ラクーア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スパ、アトラクション、ショップ＆レストランで構成されたエンタテインメント融合商業施設  
◆東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア 

  露天風呂、屋内大浴槽、各種サウナ、癒しの新空間『ヒーリング バーデ』など 

営業時間 １１：００～翌９：００ 入館料 １８歳以上 ２,５６５円 ※入湯税込 

※小学生未満入館不可、１８歳未満は保護者同伴のもと１８：００までの利用 

◆アトラクション 

センターレス大観覧車『ビッグ・オー』など５つのアトラクション ※一部アトラクション休止中  

◆ショップ＆レストラン（６９店） ※３月末時点/一部リニューアル改装中 

営業時間 物販 １１：００～２１：００  飲食 １１：００～２３：００ ※一部店舗除く 

●ミーツポート・・・・・・・・・・・・・・・・・ 最大約３,１００人収容可能なＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ ＣＩＴＹ ＨＡＬＬや９店のダイニング、ガーデン 
を含む複合施設 ※一部季節限定営業店舗あり  

●アソボ～ノ！・・・・・・・・・・・・・・・・ ０～６歳のお子様とその家族を主な対象とした都内最大級の屋内型キッズ施設 

    営業時間 平日 １０：００～１８：００ 土日祝 ９：３０～１９：００ 

料金 こども（６ヶ月～小学生）６０分 ９００円 ※以降３０分毎に４００円 

    おとな（中学生以上）   終日 ９００円     

●プリズムホール・・・・・・・・・・・・・・・ 各種コンベンションやセミナー、イベントなどに対応可能な多目的ホール 
●東京ドームホテル・・・・・・・・・・・・・ 地上４３Ｆ、高さ１５５ｍの超高層ホテル (客室 １,００６室、レストラン＆ラウンジ ９店) 

 

アミューズメント＆スポーツ 

◆東京ドームボウリングセンター     ◆東京ドーム ローラースケートアリーナ    

◆後楽園ホール ◆サウナ東京ドーム 

◆WINS後楽園（中央競馬） ◆ｏｆｆｔ後楽園（大井・川崎・船橋・浦和競馬） 

◆野球体育博物館・野球殿堂 ◆セガ 東京ドームシティ 
     

 主なレストラン     主なショップ 

◆フードコート『ＧＯ－ＦＵＮ（ゴファン）』内６店   ◆ベースボールショップ『ＴＯ：ＤＯ』 

◆メジャーリーグテーマレストラン『ベースボールカフェ』        ◆バラエティ雑貨 『東京宝島』 

◆中国料理 『後楽園飯店』           ◆ベースボールグッズ 『Ｇ－ＳＨＯＰ』  

その他、ラクーア内２０店（３月末時点）、                  その他、ラクーア内４９店（３月末時点）、 

東京ドームホテル内９店、ミーツポート内９店 など           東京ドームホテル内２店、ミーツポート１店 など 

●東京ドームシティ 
             アトラクションズ 


