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◆『牢獄遊園地からまゆゆを救え!!! ｉｎ 東京ドームシティ アトラクションズ』                 

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１３年７月２７日（土）～９月２３日

（月・祝）の期間、“まゆゆ”こと渡辺麻友さんを主人公にした大規模な謎解き型の

夏期限定イベント『牢獄遊園地からまゆゆを救え!!! ｉｎ 東京ドームシティ アトラク

ションズ』を開催します。 

伝説の魔法少女である“まゆゆ”が悪の組織につかまえられ、牢獄遊園地に閉

じ込められてしまうという設定で、イベントの参加者はアトラクションに乗りながら、

エリア内に隠されたヒントを手掛かりに数々の謎を解き、囚われたまゆゆを救い

出す、参加型ゲームイベントです。 

また、７月１０日（水）に発売する渡辺麻友さんの４ｔｈシングル『ラッパ練習中』

が、本イベントのタイアップソングとなることも決定。５形態で発売されるＣＤのうち

の１形態、期間生産限定盤は“謎解きゲーム盤”と称し、本イベントの予告編とな

る特典映像も収録。本イベントをより楽しめる内容となっています。 

 

◎名 称：牢獄遊園地からまゆゆを救え!!! ｉｎ 東京ドームシティ アトラクションズ 

◎期 間：２０１３年７月２７日（土）～９月２３日（月・祝） 

◎時 間：１０：００～２１：００ ※８月１日（木）～３１日（土）は１０：００～２２：００ 

◎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/mayuyu 

◎料 金：イベント参加にはワンデーパスポートかナイト割引パスポートが必要となります。  

■ワンデーパスポート（アトラクション乗り放題） 

   大人（１８歳以上）３,８００円、シニア（６０歳以上）・中人（１２～１７歳）３,３００円 

   小人（６～１１歳）２,０００円、幼児（３～５歳）１,２００円 

■ナイト割引パスポート（１７時からアトラクション乗り放題） 

   大人 ２,８００円、シニア・中人 ２,３００円 ※小人・幼児のナイト割引はありません。 

◎設 定：魔法少女、まゆゆ。彼女の魔法は、みんなを幸せにする力を持っている。 

 しかし、悪の組織が、どんな魔法使いも魔法が使えなくなる牢獄遊園地に彼女を閉じ込めて 

 しまった。悲しみは人々に広がり、幸せな言葉は失われた。このままでは、人々は悲しみに 

 支配されてしまう。彼女のピンチを救えるのは、あなただけ！遊園地内に張り巡らされた、 

 すべての謎を解けば、彼女を助けるための「鍵」が見つかるだろう。 

 さあ、あなたは魔法少女まゆゆを牢獄から脱出させ、世界を救うことが出来るだろうか？ 

 

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

 

 

 

 

イベント情報 
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◆夏期限定お化け屋敷『呪
のろ

い歯
ば

～密
みつ

十
じゅう

号
ごう

の家
いえ

』                              

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１３年７月１９日（金）～９月２３日（月・祝）の期間、毎年恒例の夏

期限定お化け屋敷を、『呪い歯～密十号の家』（のろいば～みつじゅうごうのいえ）と題して開催します。 

今回の『呪い歯～密十号の家』は、お化け屋敷プロデューサー・五味弘文氏が手掛ける、テレビドラマ×小

説×お化け屋敷の連動による「ホラープロジェクト＜黒い歯＞」の中核イベントで、共通のストーリーを背景とし

た大阪・名古屋のお化け屋敷との三都市での開催となります。 

 
 

◎名 称：夏期限定お化け屋敷『呪い歯～密十号の家』 

◎期 間：２０１３年７月１９日（金）～９月２３日（月・祝） 

◎時 間：【絶叫篇】１０：００～１６：００ 【超・絶叫篇】１７：００～閉園  

※【絶叫篇】と【超・絶叫篇】で演出が一部異なります。 

※混雑状況により受付終了時刻が変更になることがあります。 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ 

◎料 金：８００円 ※【絶叫篇】はワンデーパスポート利用可 

◎入場規定：６歳以上 

◎テ ー マ：＜歯＞ 

◎企画・制作：（株）オフィスバーン 

◎プロデュース：五味弘文氏 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://mitsu10.com 

 

★ホラープロジェクト＜黒い歯＞ お化け屋敷「呪い歯」シリーズ（大阪・名古屋・東京の三都市にて開催）                           
 

   【大 阪】「梅田お化け屋敷２０１３ 呪い歯～密八号の家」 

      会 場：新梅田シティ１階特設会場 

      期 間：７月１２日（金）～９月８日（日） 

      料 金：１,０００円 
 
【名古屋】「呪い歯～密九号の家」 

      会 場：若宮大通公園（栄・矢場町交差点） 

      期 間：７月１２日（金）～９月８日（日） 

      料 金：１,０００円 
 
【東 京】「呪い歯～密十号の家」 

      会 場：東京ドームシティ アトラクションズ 

      期 間：７月１９日（金）～９月２３日（月・祝） 

      料 金：８００円 
 

【「呪い歯」シリーズ設定】 

  明治時代に、黒い歯を持つ“ミツ”という女性がいた。彼女は、その歯のせいで災厄を巻き起こし、悲惨 

 な死を遂げる。彼女の怨念は深く、《黒い歯》を伝って様々な人に取り憑き、恐ろしい祟りを引き起こす。 

 時代が変わっても、この祟りは消えず、やがて憑依された者は番号をつけて呼ばれるようになった。いわく、  

 密六号、密七号……。 

 そして今年の夏、東京・大阪・名古屋に、憑依された密八号・密九号・密十号が現れ、恐ろしい出来事が・・・ 

 

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 

お化け屋敷プロデューサー 

五味弘文氏 
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◆『仮面ライダー×スーパー戦隊 Ｗヒーロー夏祭り２０１３』                                                           

東京ドームシティ プリズムホールでは、２０１３年８月７日（水）～２２日

（木）の期間、『仮面ライダー×スーパー戦隊 Ｗヒーロー夏祭り２０１３』

を開催します。 

現在放映中の「仮面ライダーウィザード」、「獣電戦隊キョウリュウ 

ジャー」が会場に登場し、みんなで踊れるサンバダンスレクチャーや 

チャレンジ運動会、夏らしい縁日コーナーなど親子揃って楽しめるイベン

トを展開するほか、仮面ライダースーパーステージでは、「仮面ライダー

ウィザード」が史上最悪の強敵に立ち向かい、迫力満点のバトルを繰り

広げます。 
 

◎名   称：仮面ライダー×スーパー戦隊 Ｗヒーロー夏祭り２０１３ 

◎期   間：２０１３年８月７日（水）～２２日（木） 

◎時 間：１０：００～１７：００（最終入場１６：３０） 

         ※「仮面ライダースーパーステージ」開演時間は１０：３０／１２：００／１４：００／１６：００ 

◎場 所：東京ドームシティ プリズムホール 

◎料 金：入場＋仮面ライダースーパーステージ観覧券 

 前売 当日 

最 前 列 指 定 席 券 付 ３,０００円（前売・当日共通） 

プレミア指定席（２～３列目）券付 ２,７００円（前売・当日共通） 

指定席券付 大人（中学生以上） ２,１００円 ２,３００円 

指定席券付 子供（３歳～小学生） １,８００円 ２,０００円 

自由席券付 大人（中学生以上） １,８００円 ２,０００円 

自由席券付 子供（３歳～小学生） １,５００円 １,７００円 

※チケット１枚につき、１公演のみ観覧可能。 

※２歳以下入場無料、ただしステージ指定席をご利用の場合は指定席券が必要。 

※自由席は混雑時には立見での観覧もしくは希望の日時に観覧できない場合があります。 

◎チケット発売：５月２６日（日）より各プレイガイドにて発売中 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://at-raku.com/whero2013/ 

◎主な内容： 

仮面ライダースーパーステージ 

 仮面ライダーウィザードに史上最悪の強敵が現れた！ 

最大のピンチにウィザードは最後の希望となれるのか！？ 

 ※開演時間は１０：３０／１２：００／１４：００／１６：００ 
 

爆笑！ミニステージ 

 改心したショッカーの「ちりがみ博士」が、「キョウリュウジャーサンバレクチャー」や「スーパーヒーロー 

クイズ大会」など１日６公演に登場します。 

 ※開演時間は１０：１５／１１：１５／１２：４５／１３：４５／１４：４５／１５：４５ 
 

 そのほか、「ヒーローチャレンジ運動会」や「ヒーロー縁日」、「ヒーロー写真館」など、親子で楽しめる 

コーナーを展開します。 

 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  

 

©石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・ 

東映ＡＧ・東映ビデオ・東映 
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◆『「こびとづかん」のなつやすみ ｉｎ とうきょう』                                 

東京ドームシティでは、２０１３年７月２０日（土）～９月１日（日）の期間、一度読めば不思議と引きつけられて

しまう世界で子どもから大人まで大人気の「こびとづかん」シリーズの“こびと”たちを実際に探す、東京初開催

の体験型イベント『「こびとづかん」のなつやすみ ｉｎ とうきょう』を開催します。 

◎名 称：「こびとづかん」のなつやすみ ｉｎ とうきょう 

◎期 間：２０１３年７月２０日（土）～９月１日（日） 

◎時 間：１０：００～１８：００（ラクーアエリアは１１：００～。受付終了は１７：００)  

◎場 所：東京ドームシティ各所（アトラクションズエリア、ラクーアエリア、ミーツポートエリア） 

◎料 金：イベント参加には、東京ドームシティ アトラクションズのワンデーパスポートが必要です。  

■ワンデーパスポート（アトラクション乗り放題） 

  大人（１８歳以上）３,８００円、シニア（６０歳以上）・中人（１２～１７歳）３,３００円 

  小人（６～１１歳）２,０００円、幼児（３～５歳）１,２００円 

◎内 容：ワンデーパスポートを購入すると、本イベント限定の「虫かご型スタンプカード」がもらえます。 

     アトラクションに乗りながら、エリア内各所に隠れている“こびと”を見つけてスタンプやシールを 

   集めると、その数に応じてランク別の「こびと研究家認定スタンプ」がもらえます。 

    “こびと”はアトラクションに乗ると見つけることができるエリアにも隠れていて、アトラクションの 

乗車と“こびと探し”を同時に楽しむことができます。 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kobitodukan-natsu.com/tokyo/ 

 

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

 

◆『夏休み毎日イベント ｉｎ 東京ドームシティ ３０Ｄａｙｓ』                          

東京ドームシティでは、今年も『夏休み毎日イベント ｉｎ 東京ドームシティ ３０Ｄａｙｓ』と題し、こども・親子向け

の無料イベントを開催します。シティ内の各施設・店舗を会場として、風鈴絵付け体験や万華鏡作り、パン作り

体験や科学実験など、夏休みの宿題にも役立つバラエティに富んだイベントを３０日間日替わりで実施します。 

  

◎名 称：夏休み毎日イベント ｉｎ 東京ドームシティ ３０Ｄａｙｓ 

◎期 間：２０１３年７月２７日（土）～８月２５日（日）  

◎場   所：東京ドームシティ内各施設 

◎料 金：無料 

◎内   容：ラクーア、ミーツポート、東京ドームホテル、その他ショップ・ 

レストランなど東京ドームシティ内のいろいろな施設で 

こども向け、親子向けの体験型イベントを３０日間日替わり 

で毎日実施します。（事前申し込み、抽選のイベントあり） 

※開催時間・場所・定員・参加資格・参加受付方法はイベントにより異なります。 

※各イベントの詳細は７月上旬にホームページにて公開予定です。 

【イベント例】 工作・・・・・万華鏡・オカリナペンダント作り、風鈴絵付け体験 

料理・・・・・パン・ピザ・ハンバーグ作り・スイーツデコレーション体験 

体験・・・・・科学実験・テーブルマナー教室・けん玉教室・ネイルアート体験  

  ◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyo-dome.co.jp/news/summer2013/ （７月上旬アップ予定） 
 

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 

昨年のイメージ 
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◆ラクーア ショップ＆レストラン『ラクーア ザブ～ンバザール』                      

ラクーア ショップ＆レストランでは、２０１３年６月２９日（土）～７月３１日（水）の期間、半期に一度のスペシャ

ルセール『ラクーア ザブ～ンバザール』を開催します。 

期間中は、各店の人気アイテムが最大で７０％オフになるほか、豪華賞品が当たる大抽選会を実施します。

また、７月１３日（土）には、川越達也さんによるスペシャルトークショーを行います。 

 

◎名   称：ラクーア ザブ～ンバザール 

◎期   間：２０１３年６月２９日（土）～７月３１日（水） 

◎開催場所：ラクーア ショップ＆レストラン 

◎店 舗 数：６６店 （ショップ５１店、レストラン１５店） 

 ※２０１３年６月５日現在 

※一部セール除外店あり 

◎営業時間：物販・サービス店舗／１１：００～２１：００ 

飲食店舗／１１：００～２３：００ 

 ※一部店舗により異なる 

◎主な内容： 

総勢２０１３名様に当たる！大抽選会 

●日  時：２０１３年７月５日（金）～７日（日） １１：００～２１：００ 

●場  所：ラクーア ４Ｆ 特設会場 

●内  容：６月２９日（土）～７月７日（日）の期間中、ラクーア ショップ＆レストランご利用レシート 

（つけめんＴＥＴＳＵ、ＭＯＭＩ＆ＴＯＹ’Ｓを除く）５,０００円毎に１回、抽選に参加できます。 

※レシートは合算可能。 

●賞  品：特賞／東京ドームホテル エクセレンシィスイート ペア宿泊券 ［５組１０名様］ 

１ 等／スパ ラクーア入館招待券１０枚セット ［１０名様］ 

そのほか、東京ドーム 巨人戦チケット ペア、ＴＤＣグルメチケットなど総勢２０１３名様に当たります。 

 

ラクーア スペシャルステージ（観覧無料） 

●日  時：２０１３年７月１３日（土） １４：００～ 

※雨天決行・荒天中止 

●場  所：ラクーアガーデンステージ  

●内  容：川越達也さんをゲストに迎え、トークショーを開催します。 

 

※イベント内容や時間、出演者は変更となる場合があります。 

 

 

 

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 

川越達也さん 

ラクーア情報 
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◆ラクーア１０周年 リニューアル                                                 

 ２０１３年５月１日（水）のラクーア開業１０周年を記念して、スパ ラクーアではリラクセーションスペースの全面

改装を中心としたリニューアルを実施しました。また、ショップ＆レストランでは５月までの第１弾、２弾に続くリ

ニューアル第３弾としてバラエティに富んだ６店の飲食店舗が７月にオープンします。 
 

【スパ ラクーア リニューアル】 

★リラクセーションスペース（５Ｆ） 

リクライナーやテレビモニターをリニューアルし、各席に充電用コンセン 

トを設置しました。また、女性専用エリアの増設に加え、タブレット端末を 

標準装備したカウチソファエリアを新設することで、ホテルラウンジのよ 

うなラグジュアリーで洗練された空間へ生まれ変わりました。 
 

★館内着・ヒーリング バーデ専用ウエア 

    ビビットなビタミンカラーを取り入れた、色鮮やかな館内着にリニュー 

  アルしました。女性用にはワンピース型も加わり、リゾート気分を一層盛 

  り上げます。 
 

★ヒーリング バーデ（８・９Ｆ） 

空間音響デザインソリューション「ＫｏｏＮｅ
ク ー ネ

」を導入。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により、脳内のα 波 

が増大し、活性化することでリラックス効果を高めます。 
 

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 

 

【ショップ＆レストラン リニューアル第３弾 新規６店舗オープン】  
 
★ＰＩＺＺＥＲＩＡ ＭＡＲ-ＤＥ ＮＡＰＯＬＩ （ピッツェリア マルデナポリ） 
オープン日：７月３日（水）  
業    態：イタリアンレストラン   

         本格的ナポリピッツァやパスタ、自家製ケーキなどを提供するカジュアル 

レストラン。  
★韓美膳 （ハンビジェ） 
オープン日：７月３日(水) 
業    態：韓国家庭料理 

         ビビンバやサムゲタンなど、ヘルシーな韓国料理をバリエーション豊かに提供。  
★海鮮三崎港 
オープン日：７月８日（月） 
業    態：回転寿司 

         新鮮な旬の江戸前寿司を気軽にお楽しみいただける回転寿司店。  
★もりずみキッチン（仮） 
オープン日：７月１０日（水） 
業    態：ラーメンレストラン 

         有名ラーメンシェフ森住康二プロデュースのラーメン店。  
★神戸元町ドリア 
オープン日：７月１２日（金） 
業    態：ドリア専門店 

         種類豊富な窯焼きドリアを提供する日本で唯一のドリア専門店。  
★おぼんｄｅごはん 
オープン日：７月１３日（土） 
業    態：定食＆ＣＡＦＥ 

         バランスの優れた健康的な食事や充実のデザートメニューをカフェスタイルで提供。 
 

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 

女性用館内着 

カウチソファエリア 
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東京ドームシティの野球グッズショップ及び東京ドーム内の飲食売店にて、東京ドームで実際に使用され

たベースなど、東京ドームならではの賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。 

 

◎名 称：東京ドーム開場２５周年記念 

『東京ドームならではプレゼントキャンペーン』 

◎内 容：野球グッズショップ（ＴＯ：ＤＯ、Ｇ－ＳＨＯＰ、通信販売） 

または東京ドーム内飲食売店をご利用のお客様を対象と 

した２つのプレゼントキャンペーンを実施します。 

※詳細は７月中旬頃にホームページにて公開予定 

 

★「グッズｄｅ当てよう！」コース 

東京ドームシティ内の野球グッズショップ「ＴＯ：ＤＯ」、「Ｇ－ＳＨＯＰ」、 

通信販売「東京ドームベースボールコレクション」で、期間中５,０００円以上(合算不可)ご利用の方に専用応

募ハガキを進呈。必要事項を記入の上、郵送にて応募すると抽選で下記賞品が当たります。 

■応募期間：２０１３年７月２４日（水）～９月１日（日） 

■対象店舗：ベースボールショップ「ＴＯ：ＤＯ」、ベースボールグッズ「Ｇ-ＳＨＯＰ」、 

オンラインショップ「東京ドームベースボールコレクション（http://www.rakuten.co.jp/dome/） 

■賞   品：東京ドーム実使用ベース（東京ドームグラウンドでのベース取り外し体験付き）[２名様]、 

「橙魂ユニホーム（２０１３バージョン）」レプリカユニホーム[２０名様] 

そのほか、東京ドームホテル「エクセレンシィルーム」ペア宿泊券、東京ドーム商品券 など 

 

★「球場めしｄｅ当てよう！」コース 

応募期間中のプロ野球開催日に、東京ドーム場内の飲食売店で 

１,０００円ご利用毎に「得点シール」を１枚進呈。「スコアボード台紙 

（応募用紙）」の空欄４箇所に、自分のチームが勝つように得点シール 

を貼っていきます。必要事項を記入して売店にお持ちいただくと、抽選 

で下記賞品が当たります。なお、応募者全員にその場で「メガホンポップ 

コーン」など、東京ドームならではの賞品をプレゼントします。 

■応募期間：２０１３年７月２４日（水）～９月２３日（月・祝） 

※プロ野球公式戦開催日[全２８試合]の店舗営業時間内 

■対象店舗：東京ドーム内飲食売店 各店 

■賞   品：東京ドーム実使用ベース（東京ドームグラウンドでのベース取り外し体験付き）[１名様]、 

ヴィーナスステイ（東京ドームホテル宿泊・スパ ラクーア入館・リラクセーション）[２組４名様]、 

そのほか、ＴＤＣグルメチケット、東京ドームシティ アトラクションズ ワンデーパスポート   

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 

東京ドーム開場２５周年記念企画 

応募用紙(イメージ) 
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◆風と緑のビアガーデン『１２０分飲み食べ放題コース』                          

東京ドーム２２ゲート前「風と緑のビアガーデン」では、今年も２０１３年６月５日（水）より『１２０分飲み食べ放

題コース』の販売を開始します。本コースでは工場直送の３種の生ビールをはじめ、ワイン・サワー各種・ソフト

ドリンクと、２０種類以上のフードメニューを楽しめます。 

 

◎名 称：風と緑のビアガーデン「１２０分飲み食べ放題コース」 

◎期 間：２０１３年６月５日（水）～９月２３日（月・祝） 

◎場 所：東京ドーム２２ゲート前 [約４００席] 

◎時 間：飲み食べ放題コース １８：００～２２：００ 

※店舗営業時間は１５：３０～２２：００（土日は９：３０～）、 

日によって異なる場合があります。 

※ラストオーダーは閉店３０分前となります。 

※天候やイベントにより休業及び途中閉店となる場合があります。 

※インターネットからの予約受付も可能です。 

◎料 金：１名様 ３,８００円 ※２時間制 

◎主なメニュー：［ドリンク］生ビール（キリン一番搾り、黒生、バドワイザー）、サワー、ソフトドリンク各種 など 

［フード］鶏の唐揚げ、ソーセージ、サーモンマリネ、シュウマイ、フルーツ各種 など 

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

 

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） 

 

◆『ポートガーデンテラス』                                                  

ミーツポート３Ｆの東京ドームホテル直営ビアガーデン「ポートガーデンテラス」は、２０１３年９月下旬まで営

業しています。緑に囲まれた開放的な空間で、冷えた生ビールとホテルシェフによる絶品おつまみを味わえま

す。料理付きの飲み放題コース「パーティプラン」もおすすめです。 
 

◎期 間：２０１３年９月下旬まで（予定） 

◎場 所：ミーツポート３Ｆ ミーツポートガーデン内 [１４８席] 

◎時 間：平日／１６：００～２２：００ （６月中は２１：００まで） 

土日祝／１２：００～２２：００ （６月中は１９：００まで） 

※日によって異なる場合があります。 
※ラストオーダーは閉店３０分前となります。 
※天候により休業及び営業時間が変更となる場合があります。 

◎主なメニュー：［ドリンク］生ビール（アサヒスーパードライ、黒生、ハーフ＆ハーフ）  

６００円 
※ワイン、カクテル、ソフトドリンクもあります。 

［フード］ミックスナッツ、フライドチキン、ソーセージ大盛り など ５００円～  

★パーティプラン（１名様 ４,３００円） ※２時間制／４名様以上・要予約（当日１４：００まで） 

生ビールをはじめとするドリンク飲み放題と、料理（ソーセージ、枝豆、オードブル盛り合
わせなど全６品）がセットになったコースです。 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/portgardenterrace.php 

お客様からのお問い合わせ先：ポートガーデンテラス ＴＥＬ．０３－５８０５－３１６０（営業時間内のみ） 

 

 

 

ビアガーデン情報 
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◆スーパーダイニング「リラッサ」 『夏のイタリアンフェア』                         

東京ドームホテル３Ｆのスーパーダイニング「リラッサ」では、２０１３年７月１日（月）～８月２０日（火）の期間、

『夏のイタリアンフェア』を開催します。洋食と中華のシェフがそれぞれオリジナルのアレンジを加えた、バラエティ

豊かなイタリアンメニューをブッフェにてご用意します。 

また、期間中はランチタイム限定のお子様体験メニューとして、お好みの具材を使ってハンバーガー作りに

挑戦できる「夏休み自由研究“ハンバーガーステーション”」も登場します。 
 

◎期 間：２０１３年７月１日（月）～８月２０日（火） 

◎時 間：ランチ   １１：３０～１５：００（ラストイン１４：３０） 

ディナー １７：００～２１：３０（ラストイン２１：００） 

◎場 所：東京ドームホテル３Ｆ スーパーダイニング「リラッサ」 

◎料 金：ランチブッフェ〔９０分制〕 

大人２,９４０円、お子様（４歳～小学生）１,２６０円 

ディナーブッフェ〔１２０分制〕 

大人３,９９０円、お子様（４歳～小学生）１,２６０円、シニア（６５歳以上）３,４６５円 

※ソフトドリンクバー付、サービス料込み 

◎メニュー例：野菜たっぷりサラダチャーハン、本日のお魚で作る“アクアパッツァ”（ランチ限定）、 

千葉幻霜ポークのサルティンボッカ リラッサ風（ディナー限定）ほか 
 

お客様からのお問い合わせ先：スーパーダイニング 「リラッサ」 ＴＥＬ．０３－５８０５－２２７７ 
 

◆夏休み宿泊プラン『夏休みはプールでリフレッシュ！ガーデンプールプラン』                                                

東京ドームホテルでは、２０１３年７月２７日（土）～９月７日（土）の期間、夏期限定営業のホテル７Ｆ屋外プー

ル｢ガーデンプール｣の利用券と宿泊（朝食付）がセットになった『夏休みはプールでリフレッシュ！ガーデンプー

ルプラン』を販売します。 
  

【プラン概要】 

◎販売期間：２０１３年７月２７日（土）～９月７日（土） 

◎料 金：１泊１名様 ７,９００円～ 

※室料・朝食・ガーデンプール利用券・サービス料込 

※料金は利用人数・期間により異なります 

※当プランご利用のお客様は、滞在中何度でも 

プールをご利用いただけます 
 

【ガーデンプール概要】 

◎営業期間：２０１３年７月２７日（土）～９月８日（日） 

◎営業時間：１０：００～１９：００ ※最終入場１８：３０ 

◎料 金：宿泊者／１,５７５円（購入日に限り何度でも利用可） 

宿泊者以外／３,１５０円（1回限り利用可）  

※ロッカー・タオル・チェア・サンダル利用代含む 

※６歳未満無料、１２歳以下は保護者の同伴が必要 

※水着・バスローブなどレンタルあり（有料）、うきわ・ビート板は貸出無料 

 

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームホテル（代表）  ＴＥＬ．０３－５８０５－２１１１ 

東京ドームホテル情報 
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この秋、東京ドームシティに、新しいアミューズメントスポット「屋内型スポーツコンプレックス」がオープンしま

す。スポーツを楽しむことはもちろん、スポーツを始めるきっかけづくりから、より高いレベルを目指すためのト

レーニング及び本格的指導まで、スポーツに対するあらゆる欲求を実現させる施設となります。 

 

 

〔施設概要〕 

◎開    業：２０１３年１０月上旬（予定） 

◎場    所：黄色いビル３Ｆ 

◎延床面積：約２,６００㎡   

◎営業時間：１０：００～２２：００ 

年中無休（予定） 

◎主な内容： 

  

   ■野球エリア （バッティング、ストラックアウト、多目的フィールド） 

 

   ■ゴルフエリア（シミュレーションマシン、パッティンググリーン）  

 

   ■ボルダリングエリア（クライミングウォール）  

 

     

 

 

このほか、施設利用者が寛げるラウンジなどを設置します。 

  

  ※施設名称、営業情報などは、２０１３年７月上旬に発表する予定です。 

 

  

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 

 

『屋内型スポーツコンプレックス』今秋オープン 

ボルダリングエリア（イメージ） ゴルフエリア（イメージ） 

 

エントランス（イメージ） 

 

野球エリア 多目的フィールド（イメージ） 

 



  

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６月５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（６６店） ※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※２０１３年８月３１日(土)で営業終了 

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

◆野球殿堂博物館 ◆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１５店、                           その他、ラクーア内５１店、 

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 


