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◆ 『東京ドームシティ ウィンターイルミネーション ２０１３』                                

２０１３年１１月７日（木）～２０１４年２月１６日（日）までの期間、『東京ドームシティ ウィンターイルミネー 

ション ２０１３』と題し、今年も冬のイルミネーションを開催いたします。 

今回は、開場２５周年を記念して初めて実施する東京ドームのカラーライトアップをはじめ、万華鏡をモチー

フにしたオブジェや、ミラーボールを使用したイルミネーションなど、過去最大規模の２００万球のＬＥＤを使用し

た多種多様なイルミネーションを展開します。 

◎期 間：２０１３年１１月７日（木）～２０１４年２月１６日（日） 

◎点灯時間：１７：００～２５：００ 

◎料 金：無料 ※イルミネーションはどなたでも自由にご覧になれます。 

 

主な見どころ 

★東京ドーム 

開場２５周年を迎えた、日本初の屋根付き球場・東京ドームに初めてイルミネーションを施します。 

正面サンバイザーにフルカラーＬＥＤを設置しさまざまな色で東京ドームをライトアップします。 

 

★ラクーアエリア 

毎回好評の直径１２ｍのドーム型イルミネーション「ギャラクシードーム」や、全長１４０ｍの光の回廊 

「ミルキーウェイ」、前回から設置の水面に揺らめく球体イルミネーション「ルミナスドロップ」などに加え、今回 

は高さ約８ｍ・幅５ｍのシャンデリア型オブジェ「グロリアスシャンデリア」が新登場。そのほか、樹木装飾 

「ウィッシングフォレスト」、「ジュエリーツリー」など、見どころが凝縮したエリアとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

  ★クリスタルアベニュー 

東京ドームシティのメインストリートであるクリスタルアベニューに、滝をイメージした「クリスタルカスケー 

ド」を設置します。噴水部分に金色のチューブライトを取り付け、周辺の植栽や階段にも金色のライトで装飾 

を施し、ゴージャスでシックな空間となります。 

また、ミーツポートとアトラクションズエリアを結ぶクリスタルアベニュー２Ｆ部分には、全長８０ｍの光の 

大トンネル「ルミナストンネル」が登場、カラフルな模様で輝きます。 

 

 

 

 

 

イルミネーション＆クリスマス情報 

ギャラクシードーム(イメージ) グロリアスシャンデリア(イメージ) ミルキーウェイ(イメージ) 

クリスタルカスケード(イメージ) ルミナストンネル(イメージ) 
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マジックツリー(イメージ) 

 ◆東京ドームシティ アトラクションズの期間限定チケット 

東京ドームシティ アトラクションズでは、クリスマス期間・イルミネーション実施期間限定でお得なチケットを各種販売します。 
いずれのチケットも１７時以降に利用でき、ライトアップされた東京ドームシティの夜景とともにアトラクションをお楽しみいただけます。 
 

●観覧車「ビッグ・オー」に待たずに乗れる「スキップパス」 

１２月２２日（日）～２５日（水）のクリスマス期間に使用できる、センターレス大観覧車 

「ビッグ・オー」に待たずに乗れる「スキップパス」を期間限定で販売します。 

例年、クリスマス期間の夕方以降には特に混雑し待ち時間が長くなる「ビッグ・オー」 

ですが、予め「スキップパス」を購入すると、指定の日時にスムーズに乗車することが 

できます。 
 

 ◎料 金：１ゴンドラ（４名まで乗車可）１,０００円  

            ※ビッグ・オー乗車チケット（１人８００円）ほか各パスポートなど別途乗車チケットが必要 

 ◎対象日時：２０１３年１２月２２日（日）～２５日（水） 各日１７：００〜２１：３０ 

 ◎前売販売：１２月１日（日）～２１日（土）の期間、「ラクーアチケットカウンター」にて販売（１０：００～２０：３０） 

 ◎当日販売：利用対象日の１０：００より「ラクーアチケットカウンター」にて販売。※予定枚数に達し次第販売を終了 
 

●クリスマスパスポート 

１１月７日（木）～１２月２５日（水）の期間、１７時以降アトラクション乗り放題で「光るペンダント」のプレゼント付きの「クリスマス 

パスポート」を販売します。 
 

 ◎料 金：大人（１８歳以上）２,８００円、シニア（６０歳以上）・中人（１２～１７歳）２,３００円 

※１１歳以下のお客様は１７時以降「ワンデーパスポート」をご購入いただくと「光るペンダント」を差し上げます。 
 

●イルミライド３ 

１２月２６日（木）～２０１４年２月１６日（日）の期間、１７時以降好きなアトラクションに乗れる回数券を３枚セットにした「イルミライド 

３」を販売します。 
 
 ◎料 金：１,５００円  

 

★アトラクションズエリア 

バイキングゾーンに設置の｢マジックツリー｣は、高さ３.６ｍ・幅４.５ｍの 

ピラミッド型イルミネーションで、鏡を組み合わせたのぞき窓から内部を 

覗くと、万華鏡のように映し出された自分の顔を撮影することができます。 

スプラッシュガーデンには高さ２.５ｍ・幅２.８ｍの多面体型オブジェ 

「カレイドスコピックダイス」を設置し、さまざまな色や模様を映し出す 

万華鏡の世界観を演出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ミーツポートガーデン 

映画やＣＭなどで話題の、ミラーボールを使用した空間芸術を 

手がけるアート集団「ミラーボーラー」とのコラボイルミネーション 

「トゥインクルステラ」が登場します。６ｍのステラ(星)型フレーム 

の内部にミラーボールを仕込むことでＬＥＤと光の反射が織り成す 

幻想的な空間を作り出します。 

 

 

そのほか、東京ドームシティ内の植栽などにもＬＥＤ電球の装飾を施し、全体で２００万球超の電球を使用した

イルミネーションを展開します。 

 

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 

トゥインクルステラ(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 Ｘｍａｓ』                                

ラクーアでは、２０１３年１１月７日（木）～１２月２５日（水）の期間、イルミネーションの輝く光や巨大ツリーでク

リスマスを演出するほか、クリスマスイヴ限定のイベントなどを実施します。また、ラクーアショップのファッション

を着飾った不思議なマネキンが登場し、ラクーア館内を盛り上げます。 

 

主な内容 

・「１２ｍ☆巨大クリスマスツリー」  [場所：ラクーア１Ｆ イベント広場] 

ラクーアガーデンのヒマラヤ杉がクリスマスツリーに変身。華やかなイル 

ミネーションと生木の温もりを感じるツリーがお楽しみいただけます。 

  

・「光るゆびわ☆プレゼント」  [場所：ラクーア飲食店各店] ※スパ ラクーアは除く 

１２月２４日（火）のＸｍａｓイヴに限り、ラクーアのレストラン店舗をご 

利用のお客様先着合計５,０００名様に、「光るゆびわ」をプレゼントします。 

◎日  時：２０１３年１２月２４日（火） 

※対象店舗合計５,０００個を配布  

※色・柄はお選びいただけません 

※プレゼントが無くなり次第終了 

 

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 

 

◆ベースボールカフェ『ＨＡＰＰＹ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ２０１３』                                 

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１２月１日（日）～１２月２５日（水）まで

『ＨＡＰＰＹ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ２０１３』を開催、クリスマスの特別なひとときを演出する限定メニューや、クリスマス

スペシャルセットをご用意します。 

 

主なクリスマスメニュー  期間：１２月１日（日）～２５日（水） 

・「ホワイトクリスマスツリーサラダ」（９８０円） 

星降るホワイトクリスマスを連想させるブロッコリーのクリスマスツリーに、 

スタッフがその場でチーズの雪を降り積もらせます。 
 

・「ビーフシチューバケット」（１,４９０円） 

バケットの器からあふれんばかりの具だくさんシチュー。ベースボール 

カフェのクリスマス定番メニューです。 
 

・「クリスマスリースピザ」（１,９７０円） 

かわいらしいツリーをイメージしたピザ。ベースボールカフェオリジナルの 

シーフードソースが食欲をそそります。 
                                             など 
※１７：００以降は１０％のサービス料が加算されます。 

 

 【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 

 

 

 

ホワイトクリスマスツリーサラダ 
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◆東京ドームホテル『東京ドームホテルのクリスマス』                                     

東京ドームホテルでは、２０１３年１１月７日（木）～１２月２５日（水）の期間、ホテル館内

に高さ６ｍのきらめくツリーを設置するほか、各レストランでは１２月２１日（土）～１２月２５

日（水）までクリスマス限定メニューを提供します。 

東京ドームホテルのクリスマスツリー 

１１月７日（木）～１２月２５日（水）の期間、１階ロビーに赤を基調にした上質感あふ

れる高さ６ｍのクリスマスツリーが登場します。華やかで豪華な輝きがゲストの皆様を

お迎えします。 

総料理長 鎌田昭男が贈るクリスマススペシャルディナー “Menu de Noël ２０１３” 

  ４２Ｆの「スカイバンケット」において、都心の夜景と生演奏とともに、総料理長  

鎌田による２夜限りのスペシャルディナーコースをお楽しみいただけます。 

◎日  時：２０１３年１２月２３日（月・祝） １８：００～／１８：３０～ 

１２月２４日（火）   １８：３０～／１９：００～ 

◎場  所：スカイバンケット（４２Ｆ） 

◎料  金：お一人様１６,８００円（サービス料別・要予約） 

≪メニュー例≫ 

     ・フォアグラ ピエドポー トリュフマッシュルームのクレピネット包み焼き 

                   ランティーユのグラッセとセロリラブのエスプーマ 

     ・和牛フィレ肉のステーキ ソースユッサルド じゃがいものシャルロットとトリュフ添え   など 

※ファーストドリンク付き 

◎ご予約・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） 

東京ドームホテル 公式ウェブサイト http://www.tokyodome-hotels.co.jp 

※２０１３年１１月１日（金）１１：００～受付開始 
 

東京ドームホテル レストランクリスマス限定メニュー 

■サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」（４３Ｆ） 

地上１５０ｍからの美しい夜景と生演奏、彩り鮮やかなシェフおすすめのディナーコースで特別なクリ 

スマスの夜をお過ごしいただけます。 

◇ 日時：２０１３年１２月２１日（土）～１２月２３日（月・祝） 

第１部 １７：００～／１７：３０～／１８：００～ 第２部 ２０：００～／２０：３０～／２１：００～ 

  １２月２４日（火）・１２月２５日（水） 

第１部  １８：００～／１８：３０～ 第２部 ２１：００～／２１：３０～ 

◇料金：「Ｄｉａｍｏｎｄ」 お一人様 １６,８００円（サービス料別・要予約）   ※グラスシャンパーニュ付き 

※バルコニーシートまたは窓側テーブル利用の場合１７,８５０円（サービス料別・要予約） 

■ダイニング「ドゥ ミル」（６Ｆ） 

アワビ・ウニなど贅沢な食材を使用した、軽やかで深みのあるフランス料理をお楽しみいただけます。 

◇日時：２０１３年１２月２１日（土）～２５日（水） １７：００～２２：００（Ｌ.Ｏ. ２１：００） 

◇料金：「Ｍｅｎｕ ｄｅ Ｂｒｉｌｌａｎｔ」 お一人様 １５,７５０円（サービス料別・要予約） 

■スーパーダイニング「リラッサ」（３Ｆ） 

クリスマスにちなんだ洋食・中華・和食・スイーツなど豊富なメニューをブッフェスタイルでご提供します。 

◇日時：２０１３年１２月２１日（土）～２５日（水） １７：００～２１：３０（１２０分制） ラストイン２１：００ 

◇料金：「クリスマス スーパーディナーブッフェ」 

お一人様 ５,５００円  お子様（４歳～小学生） ２,３００円  シニア（６５歳以上） ５,０００円 

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

http://www.tokyodome-hotels.co.jp/
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◆ 『ふるさと祭り東京２０１４－日本のまつり・故郷の味－』                                

ふるさと祭り東京実行委員会では、東京ドームにて『ふるさと祭り東京２０１４－日本のまつり・故郷の味－』

を、２０１４年１月１０日（金）～１９日（日）の１０日間開催します。今回は、日本三大美祭のひとつ「秩父夜祭」

（埼玉県秩父市）から、華やかな「笠鉾（かさぼこ）」が本場でもめったに見ることのできない彩り鮮やかな 

「花笠」をまとって登場します。さらに、「八戸三社大祭」（青森県八戸市）の巨大な山車の運行など伝統の祭り

が大迫力のステージを披露します。人気コーナー「全国ご当地どんぶり選手権」では、１１月に開催する予選会

を勝ち抜いた１０のご当地どんぶりが、前回上位に入賞したシード５どんぶりに挑みます。 

また、各地の３００を超えるつまみを片手に、１００種類以上の地酒・地ビールが味わえる「スペシャルフライ

デーナイト」を１月１０日（金）・１７日（金）の２回、開催します。この２日間は、期間中最長の２１：００までの開催

とし、お仕事帰りの週末にご当地でしか体感できない「祭り」と「味」を同時にご堪能いただけます。 

 

 

◎名 称：ふるさと祭り東京２０１４－日本のまつり・故郷の味－ 

◎期 間：２０１４年１月１０日（金）～１９日（日） 

 【初 日】１月１０日（金）１１：００～２１：００ 

 【土日祝】１月１１日（土）～１３日（月・祝）、１８日（土）１０：００～２０：００ 

 【平 日】１月１４日（火）～１６日（木）１０：００～１９：００ 

 【金 曜】１月１７日（金）１０：００～２１：００ 

 【最終日】１月１９日（日）１０：００～１８：００ 

 ※いずれも入場は閉場の３０分前まで 

◎場 所：東京ドーム 

◎料 金：当日券       １,５００円（前売券 １,３００円） 

特別観覧席付前売入場券  ２,０００円 ※土日祝のみ・日別指定、ＪＴＢエンタメチケットにて販売 

       ※小学生以下のお子様は、大人１名の付き添いにつき４名まで無料。 

◎U R L：http://www.tokyo-dome.co.jp/furusato/ 

 

◎内 容： 

 

●第５回全国ご当地どんぶり選手権 

５回目を迎える「全国ご当地どんぶり選手権」は、「Ｎｏ.１ご当地どんぶり」 

の座を懸けて全国のご当地どんぶりが競い合う「ふるさと祭り東京」の 

目玉企画です。 

本選への出場権を懸けた予選会を東京会場（１１月８日～１０日）・ 

大阪会場（１１月２０日～２５日）にて行い、予選会を勝ち抜いた１０どんぶり 

と前回上位のシード５どんぶりが、ご来場のお客様による食べ比べ 

（１杯５００円）及び投票によりグランプリの座を競います。 

 

 

東京ドーム イベント情報 

●殿堂入りどんぶり（殿丼） 

【うにめし丼】 
食堂丸善（北海道） 

●前回グランプリ（シードどんぶり） 

【鯛茶漬け】 
柏崎地域観光復興推進協議会 

（新潟県） 
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●ふるさとの祭り 

３００年の歴史を誇る国指定重要有形民俗文化財「秩父夜祭」 

（埼玉県秩父市）が、ふるさと祭り東京に初登場。絢爛豪華な笠鉾 

が、勇壮かつ力強く東京ドームを練り歩きます。 

色鮮やかな山車が自由自在にその姿を変えながら練り歩く「八戸 

三社大祭」（青森県）、野生的な囃子としなやかで妖艶な踊りで魅了 

する「西馬音内盆踊り（にしもないぼんおどり）」（秋田県）や、「沖縄 

全島エイサーまつり」（沖縄県）、「高知よさこい祭り」（高知県）、 

など全国各地のお祭りが会場を盛り上げます。 

 

●スペシャルフライデーナイト 

開催期間中の金曜日（１月１０日・１７日）は「スペシャルフライデーナイト」 

として２１：００まで開催します。週末の仕事帰りに、巨大な夜祭り会場 

となった東京ドームで、全国の３００を超える「ご当地つまみ」と、１００種類 

以上の地酒・地ビール、そして迫力あふれるお祭りステージを同時にご堪能 

いただけます。 

また今回は全国のミス・観光大使が華やかなスペシャルステージをお届け 

する「ミスご当地コレクション」を初開催します。 

 

そのほか、「ご当地スイーツストリート」や「絶品！逸品！ちょいのせ市場」、「ご当地グルメ」など、日本 

各地の味を楽しめる企画や、ゆるキャラ®たちによるステージイベントなど、今回も盛りだくさんの内容とな 

ります。 

 

◆『スーパーオクトーバーフェスト ｉｎ 東京ドーム ２０１３』                                   

２０１３年１１月２８日（木）～１２月１日（日）の４日間、ドイツビールの祭典『スーパーオクトーバーフェスト ｉｎ  

東京ドーム ２０１３』を開催します。本場ドイツで仕込まれた限定樽生「オクトーバーフェスト公式ビール」ほか 

多数の直輸入ビールを取り揃え、ドイツの音楽演奏などのライブパフォーマンスとともに、本場ミュンヘンさなが

らのオクトーバーフェストの雰囲気を堪能できます。  

◎名 称：スーパーオクトーバーフェスト ｉｎ 東京ドーム ２０１３  

◎期 間：２０１３年１１月２８日（木）～１２月１日（日）  

◎時 間：【１１月２８日・２９日】１２：００～２３：００（最終入場２１：００） 

【１１月３０日・１２月１日】１１：００〜２２：００（最終入場２０：００） 

◎場 所：東京ドーム 

◎料 金：前売入場券 １,２００円 ※販売期間：１０月８日（火）～１１月２７日（水） 

当日入場券 １,３００円 

※中学生以下は無料、ただし未成年者のみでの入場はできません。  

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.super-oktoberfest.jp/  

 

 

 

お客様からのお問い合わせ先：スーパーオクトーバーフェスト ｉｎ 東京ドーム２０１３事務局 

ＴＥＬ．０３－５７３３－１０２８ 

 

【秩父夜祭】 
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◆第１３回東京国際キルトフェスティバル－布と針と糸の祭典－                                      

来場者が毎年２０万人を超え、日本最大のキルト展である本フェスティバルですが、今回は、１９１４年に生ま

れた「ムーミン」の原作者トーベ・ヤンソンの生誕１００周年を記念し、特集企画

『斉藤謠子－キルトでつむぐムーミン物語－』を実施します。北欧キルトの第

一人者である斉藤謠子さんがムーミンの世界を５０点近いキルト作品で楽しく

表現します。また、スウェーデンに古くから伝わるウール刺繍、クルトゥーレン

文化史博物館の至宝を日本初公開します。 

 

◎名 称：第１３回東京国際キルトフェスティバル－布と針と糸の祭典－ 

◎主 催：東京国際キルトフェスティバル実行委員会 

（ＮＨＫ・読売新聞社・東京国際キルトフェスティバル組織委員会） 

◎後 援：外務省、経済産業省、東京都、アメリカ合衆国大使館、 

フィンランド大使館、ＮＨＫ出版、ＮＨＫ文化センター 

◎期 間：２０１４年１月２３日（木）～２９日（水） 

９：３０～１８：００（入場は閉場の３０分前まで）※初日は１１：００開場、最終日は１７：３０閉場  

◎場 所：東京ドーム 

◎料 金：前売券 １,８００円／当日券 ２,０００円 ※小学生以下は無料。但し大人の付き添いが必要 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyo-dome.co.jp/quilt/ 

◎主な内容： 

◆特集企画 「斉藤謠子－キルトでつむぐムーミン物語－」  

今回の展示では、北欧キルトの第一人者である斉藤謠子さんが「ムーミン」に登場する挿し絵を５０点近いキ

ルト作品で楽しく表現します。その他、「ムーミン屋敷」を立体的に再現します。 
 

◆北欧の至宝 「ウール刺繍」  

クルトゥーレン文化史博物館に保管されている、スウェーデンに古くから伝わる「ウール刺繍」を日本初公開

します。 
 

◆「布が教えてくれたこと－黒羽志寿子の全仕事－」  

日本キルトの草分け的存在である黒羽志寿子さんによる作品展示。１２,０００ピースの貴重な布を使った新

作「宙の華」をはじめ、「宇宙Ⅱ」「流氷」などの代表作や初期作品までを一挙に公開します。 
 

◆新作キルトの競演 日本のキルト作家６０人 

第一線で活躍する日本のキルト作家６０人が、今回のイベントのために制作したキルトを一堂に展示します。 
 

◆わたしの布あそび 

日本を代表する５人のキルト作家が、“心に残る記念日”をテーマに、思い思いの作品を展示します。 
 

◆わたしの“手仕事”スタイル 

著名人が自慢の手仕事を披露するコーナーです。今回は、漫画家の内田春菊さん、女優の加藤夏希さん、

歌手の研ナオコさんがステキな作品を披露します。 
 

◆コンテスト 「日本キルト大賞」    

  応募総数約１,５００点（計６部門）の中から選ばれた入賞・入選作品４００点近くが展示されます。（入賞・入

選者は、本フェスティバル初日に発表します。） 
 

◆パートナーシップキルト 「花言葉」   

今回のパートナーシップキルトでは「花言葉」をキーワードに、応募数１０,５００枚を超える作品を２メートル

につなぎ合わせ８２枚のキルトにして展示します。 

 

キルト制作：斉藤謠子 

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 
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◆ 『お正月だよ！ウルトラマン 全員集合！！』                                

プリズムホールでは、２０１３年１２月２７日（金）～２０１４年１月５日（日）の期間、『お正月だよ！ウルトラマン 

全員集合！！』を開催します。５年連続の開催となる今回は、日本のお正月

を紹介するウルトラヒーローのジオラマ展示をはじめ、「ウルトラ音頭」や「ウ

ルトラこども神輿」などの参加型の演目も実施し、ウルトラヒーローと一緒に

お正月の伝統行事がお楽しみいただけます。また、「ウルトラマン バトルス

テージ」では、ウルトラヒーローが熱い戦いを繰り広げる大興奮のライブショー

がご覧いただけます。 

 

◎期 間：２０１３年１２月２７日（金）～２０１４年１月５日（日）[１０日間] 

◎時 間：９：３０～１７：００（最終入場１６：３０） 

◎場 所：東京ドームシティ プリズムホール  

◎料 金：入場料 

 

 

 

  
※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（当日発売のみ、５００円）が必要。 

※前売・当日入場券でバトルステージを自由席で観覧できます。 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://m-78.jp/prism/ 

◎Twitter：http://twitter.com/m78_prism 

◎主な内容： 

ウルトラマン バトルステージ 

ウルトラマンギンガをはじめ、ウルトラヒーローが熱い戦いを繰り広げる大迫力のステージです。座席指定券

の前売り販売を行うほか、今年はより多くの方にステージをお楽しみいただけるよう、６回公演日を設けました。 

●出演ヒーロー（予定）：ウルトラマンギンガ、ウルトラマンゼロ、ウルトラセブン、ウルトラマンティガ ほか 

●座 席 数：約７００席／指定席約３００席 ※指定席はお１人様別途５００円 ※２歳以下でも座席を利用する場合は有料 

●開催時間：【４回公演日】１２/２７、２８、３１、１/１ ①１０：３０～ ②１２：００～ ③１３：３０～ ④１５：００～ 

            【５回公演日】１２/２９、３０、１/５ ①１０：３０～ ②１１：３０～ ③１２：３０～ ④１４：００～ ⑤１５：００～ 

 【６回公演日】１/２～４ ①１０：３０～ ②１１：３０～ ③１２：３０～ ④１４：００～ ⑤１５：００～ ⑥１６：００～ 
※１公演 約３０分 

ウルトラ光の広場ステージ 

獅子舞・お餅つきをはじめ、「ウルトラ音頭」や「ウルトラこども神輿」など、ウルトラヒーローとふれあえる

お正月ならではの演目がお楽しみいただけます。また、「ウルトラギャラクシー 大怪獣バトル」シリーズ   

ＺＡＰ レイ役でおなじみの南翔太さんが毎日出演するほか、ウルトラマンギンガ 礼堂ヒカル役の根岸拓哉

さんをはじめとするスペシャルゲストも期間中に登場する予定です。 

ウルトラヒーローとお正月を学ぼう 

「ウルトラマン参道立体絵巻」では、日本のお正月をウルトラヒーローのジオラマにて展示紹介します。 

また、会場内の「ウルトラマンキング神社」では、家族みんなで新年の初詣ができます。 
※〈お賽銭〉はウルトラマン基金を通して被災地の子供たちの支援活動に使われます。(http://www.ultraman-kikin.jp/) 
 

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 

入場料 おとな（中学生以上） こども（３歳～小学生） 

前売 
入場券 （１２/２６まで） １,５００円 １,０００円 
バトルステージ指定席付 ２,０００円 １,５００円 

当日 
入場券 （開催期間中） １,７００円 １,２００円 
バトルステージ指定席付  ２,２００円 １,７００円 

ファミリーイベント情報 

 ©円谷プロ 
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◆東京ドームホテル『ウルトラヒーロー クリスマスファミリーブッフェ２０１３』                  

東京ドームホテルでは、２０１３年１２月２３日（月・祝）に、ヒーローショーを観覧し

ながらブッフェ料理をお楽しみいただける「ウルトラヒーロー クリスマスファミリー 

ブッフェ２０１３」を開催します。ウルトラマンギンガをはじめとするウルトラヒーローた

ちの迫力満点のショーのほか、「ウルトラマンメビウス」に出演した平田弥里とウル

トラマンシリーズの主題歌を歌う「ボイジャー」によるミニコンサートなどもあります。 

 

◎日   時：２０１３年１２月２３日（月・祝） 

第１回 １０：１５～ （ショー１０：１５～、お食事１１：００～、写真撮影会１１：４５～） 

第２回 １３：３０～ （お食事１３：３０～、ショー１４：１５～、写真撮影会１５：００～） 

第３回 １７：３０～ （お食事１７：３０～、ショー１８：１５～、写真撮影会１９：００～） 

◎場    所：東京ドームホテルＢ１Ｆ 大宴会場「天空」 

◎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 

お子様券にはウルトラヒーロー写真撮影券、お土産付き 

◎内   容：着席ブッフェスタイルのお食事（フリードリンク付き）/ 

ウルトラヒーローによるお出迎え/ 

ヒーローショー（ウルトラマンギンガ・ウルトラマンゼロ他）/ミニコンサート/ 

ウルトラヒーローとの写真撮影会/お土産付き（お子様券をお持ちの方） 

 ◎予   約：東京ドームホテル 公式ウェブサイト http://www.tokyodome-hotels.co.jp 

 
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） 

 

◆東京ドームホテル『ウルトラヒーローお部屋巡回宿泊プラン』                      

プリズムホールで開催される「お正月だよ！ウルトラマン 全員集合！！」の入場券と、東京ドームホテルの

宿泊をセットにしたプランの予約を受付中です。ウルトラマンギンガまたはウルトラマンゼロ（ルナミラクルゼロ）

がお客様のお部屋を訪問し、お部屋でふれあうことができます。 
 

◎期   間：２０１３年１２月２６日（木）～２０１４年１月５日（日） 

※１２月３１日（火）は除く。 

◎料   金：１泊１室料金  ４１,０００円～ 

（室料、サービス料込み）    

◎内   容：１日限定１２室 

「お正月だよ！ウルトラマン 全員集合！！」入場券付き 

        ウルトラヒーローが客室を巡回（１８：３０～１９：１０、１９：５０～２０：３０） 
※宿泊日によって訪問するウルトラヒーローが異なります 

２０１３年１２月２６日（木）～３０日（月） ウルトラマンギンガ/２０１４年１月１日（水・祝）～５日（日）ウルトラマンゼロ 

※各時間帯での巡回時間の指定はできません 

※ウルトラヒーローの客室滞在時間は約３分です  

        東京ドームシティ アトラクションズ乗り物引換券付き（お１人様２回分） 

        ご朝食券付き 

 

©円谷プロ 

 

お客様からのご予約、お問い合わせ先：東京ドームホテル 宿泊予約 

ＴＥＬ．０３-５８０５-２２２２（受付時間 １０：００～１７：００） 
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■ルパン三世 vs名探偵コナン ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ 

２００９年のテレビスペシャル以来となるルパン三世と江戸川コナンによる競演が実現。今回の第二弾は完全オリジナルの 

新作での映画化となり、より“対決感”がスケールアップされ、ルパンの華麗な盗みのテクニックとコナンの驚異的な推理力の 

真っ向勝負が展開される。 

また、両シリーズでおなじみのキャラクター達も登場。オールスターの大競演が実現する。 

 

◆『大怪獣ラッシュ ウルトラフロンティア スタンプラリー 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、ウルトラマンシリーズの怪獣たちが登場するソーシャルキッズカード

ゲーム「大怪獣ラッシュ ウルトラフロンティア」をテーマにしたラリーイベントを開催しています。スタンプラリー

で入手した限定ロゴ入りカードは、イベント期間中「セガ 東京ドームシティ」に設置している「大怪獣ラッシュ  

ウルトラフロンティア」で使用できます。 

◎名  称：大怪獣ラッシュ ウルトラフロンティア スタンプラリー 

ｉｎ 東京ドームシティ アトラクションズ 

◎期  間：２０１３年１０月１９日（土）～１２月８日（日） 

◎時  間：１０：００～２０：００（受付終了１９：００） 

◎場  所：東京ドームシティ アトラクションズ 

◎対象チケット：ワンデーパスポート 大人３,８００円、シニア・中人３,３００円、 

                               小人２,０００円、幼児１,２００円 

 ナイト割引パスポート（１７時以降販売）  

 大人２,８００円、シニア・中人２,３００円  

 ※小人・幼児のナイト割引パスポートはありません 

 ライド５（アトラクション５回券）２,５００円 

 アトラクション単券（アトラクションごとの乗車チケット）４００円～１,０００円 

◎U R L：http://m-78.jp/prism/daikaijyu/ 

◎主な内容：対象チケットをご購入いただいたお客様にスタンプラリーシートをお渡しします。 

アトラクションズ内に設置のスタンプ（４種）とアトラクションに乗車するともらえるスタンプ（１種） 

の計５種類を集めコンプリートすると、「大怪獣ラッシュ ウルトラフロンティア」で使用できる、 

イベント限定ロゴ入りカードをさしあげます。 

 

 

◆ルパン三世～迷宮の罠～『高得点でお宝ＧＥＴ！キャンペーン』                                                

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１３年１１月９日（土）～１２月 

２５日（水）の期間、ジオポリスゾーンＢ１Ｆのウォークスルー型アトラクション「ル

パン三世～迷宮の罠～」で、１２月７日（土）公開の「ルパン三世 vs 名探偵コナン 

ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」とのコラボレーションによる「高得点でお宝ＧＥＴ！キャンペーン」

を実施します。 

  ◎名 称：ルパン三世～迷宮の罠～ 高得点でお宝ＧＥＴ！キャンペーン  

  ◎期 間：２０１３年１１月９日（土）～１２月２５日（水）  

  ◎時 間：１０：００～２１：００  

  ◎場 所：ルパン三世～迷宮の罠～（ジオポリスＢ１Ｆ）  

  ◎料 金：６００円 ※ワンデーパスポートほか各種パスポート・チケット利用可 

  ◎内 容：期間中「ルパン三世～迷宮の罠～」をクリアした際に「本日の上位者」画面に名前が載った 

          お客様に「ルパン三世 vs名探偵コナン ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」のオリジナルシール（数量限定）を差し 

上げます。 

©円谷プロ ©ＢＡＮＤＡＩ 

 

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 

 

©2013 モンキー・パンチ 青山剛昌／ 

「ルパン三世 vs名探偵コナン」製作委員会 
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●リアル脱出ゲームとは・・・ 

２００４年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった 

「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。 

マンションの１室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、様々な場所で開催されている。 

２０１２年に行われたＺｅｐｐツアー「月面基地からの脱出」ではトータル３万人を動員。日本のみならず 

上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を熱狂の渦に巻き込み、男女問わず 

あらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテイメントである。 

オフィシャルサイト：http://realdgame.jp  ツイッターアカウント：@realdgame 

 

●マジクエスト 

２００９年にオープンした東京ドームシティ アトラクションズの体験型 

ＲＰＧアトラクション。魔法使い「マギ」たちの住む不思議な王国を舞台 

に、魔法の杖（ワンド）を使って、魔法使いの最高峰「マスターマギ」を 

目指します。 

約１,２００㎡のエリア内には魔法の力を持つ世界樹を中心に壮大な 

魔法の王国が広がり、ワンドと連動した様々な仕掛けが至る所に散り 

ばめられています。 

 

◆『東京リアル脱出ゲームｖｏｌ．１３「魔法禁書エンラッドからの脱出」』                              

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１４年１月１７日（金）～３月２３日（日）の期間、ＳＣＲＡＰによる 

大人気の「リアル脱出ゲーム」を、「魔法禁書エンラッドからの脱出」と題して体験型ロールプレイングアトラク 

ション「マジクエスト」のエリア内にて開催します。 

  

◎名 称：東京リアル脱出ゲームｖｏｌ．１３「魔法禁書エンラッドからの脱出」 

◎期 間：２０１４年１月１７日（金）～３月２３日（日） ※１日１公演 

◎時 間：開場１９：３０／開演２０：００（全日程共通）  

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ マジクエスト 

※開催期間中１９：００までは通常営業、本公演の開催時間中は「マジクエスト」の通常プレイは不可 

◎料 金：前売２,８００円／当日３,３００円 ※前売にて完売の場合は当日販売なし 

◎内 容：魔法使いが住む不思議な王国「マジクエスト」を舞台に「リアル脱出ゲーム」を開催します。 

        「魔法禁書エンラッド」に閉じ込められたあなたは、エリア内に隠されたヒントや、魔法の杖、 

        仲間との協力やひらめき・・・あらゆるものを使ってこの本からの脱出を目指します。 

※このイベントは、実際に謎を解いて脱出するゲーム・イベントです 

 【イントロダクション】 

  “奪われた力を取り戻せ” 
 
  あなたは優秀な魔法使い 
  生死の均衡を壊す黒の魔法使いと長い戦いをつづけていた 
  
  勝敗が決するその時 
  絶命前の悲鳴とともに発せられた最後の呪いにより 
  あなたは「魔法禁書エンラッド」に閉じ込められてしまった 
 
  脱出する方法はただひとつ 
  すべての謎を解き明かし 
  「魔法禁書エンラッド」に奪われた力を取り戻すこと 
 
  真実の力を取り戻し、あなたはこの本から脱出することができるだろうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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京風うどんすき鍋コース「祇園」（イメージ） 

 

 

 

◆スパ ラクーア『忘新年会プラン』                                          

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーアでは、２０１３年１１月１３日（水）～２０１４年１月３１日（金）の期間、「忘 

新年会プラン」を実施します。スパ入館料と館内にあるレストラン２店舗の期間限定コースメニューがセットに 

なったお得なプランです。冬の味覚と玄
く ろ

うどんの食べ放題が楽しめる鍋コースをはじめ、フレッシュハーブと野 

菜をたっぷり使った女性に人気のメニューなど、２店舗であわせて８つのコースをご提供します。 

 

◎名   称：スパ ラクーア「忘新年会プラン」 

◎期   間：２０１３年１１月１３日（水）～２０１４年１月３１日（金）   

◎場   所：東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア内５Ｆ 

◎対象レストランと主なコース： 

※表示金額はスパ入館料込みのお１人様料金 

 

京風ダイニング 京都高台寺 よ志のや （４～４６名･２時間制） 

 ●京風うどんすき鍋コース「祇園」 ６,５００円 ［全６品］ 

   自家製でき立て豆富／オードブル盛り合わせ／造り五種盛り／鍋／ 

玄うどん食べ放題（６０分）／デザート 

 

 ●「犬鳴ポーク しゃぶしゃぶコース」 ５,４００円 ［全７品］ 

自家製でき立て豆富／付出し／造り五種盛り／ 

犬鳴ポークのしゃぶしゃぶ／しゃぶしゃぶ野菜盛り合わせ／ 

玄うどん／フルーツ                             

                                        

アジアンエスニックレストラン ロータス ムーン （２～１５名･２時間制）  

●「ハーブ＆スパイスコース」 ６,５００円 ［全７品］ 

冷菜盛り合わせ／温菜盛り合わせ／ 

ココナッツアロマの香る海老の蒸し焼き／鯛のレモングラス蒸し／ 

ズワイガニの“フォー サオ”／南国フルーツのチェー／蓮茶 

 

 ●「選べる！２種類の鍋コース」 ６,５００円 ［全７品］ 

３種の生春巻き／南国風お造りと冷菜の盛り合わせ／ 

魚介と季節野菜のフリット／ 

選べる鍋（トムヤム海鮮鍋またはコラーゲン入りグリーンカレーよせ鍋／ 

〆のご飯（フォー・中華麺・ご飯）／フルーツ盛り合わせ／蓮茶 

 

※忘新年会プランコースにお１人様プラス １,７９０円で飲み放題（ビール・サワー各種など）がご利用いただけます。 

 
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 

 

ハーブ＆スパイスコース（イメージ） 

グルメ・レストラン情報 

犬鳴ポーク しゃぶしゃぶコース（イメージ） 

トムヤム海鮮鍋（イメージ） 



  

 

東京ドームシティご案内 

         
  ■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１０月３１日現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東京ドーム 

 

東京ドームシティ アトラクションズ 

 
ラクーア 

 

アソボ～ノ！ 

 

 

スポドリ！ 

 

TOKYO DOME CITY HALL 

 

東京ドームボウリングセンター 

 

スパ ラクーア 

 

 
東京ドームホテル 

 

 

シアターＧロッソ 

 
東京ドームローラー 

スケートアリーナ 

 

ミーツポート 

 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。 

後楽園ホール GO-FUN プリズムホール 


