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・新ヒーロー「烈車戦隊トッキュウジャー」のヒーローショー第１弾 
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 ・『読売巨人軍創設８０周年 ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１４』 

・東京ドーム内限定！ 
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・「長嶋・王ゲート」 リニューアル 

東京ドーム開場２５周年記念レリーフ新設 

・「ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ」 ３月１日（土）オープン 

・スポドリ！「東京ドーム野球塾」 

元読売ジャイアンツ・酒井純也が新コーチに就任 

・ベースボールカフェ  

『２０１４ シーズンオープナー ～ボールパーク フランク～』 

・「風と緑のビアガーデン」営業開始 

・東京ドームホテル『巨人戦観戦宿泊プラン』 

・野球殿堂博物館 企画展 『名選手のバット展』 

 

 

 

 ◆その他  

 ・『ミーツポート ６ｔｈ Ｔｈａｎｋｓ Ｆａｉｒ』 

・東京ドームホテル スーパーダイニング「リラッサ」『春の北海道フェア』 

 

 

 ◆宇宙ミュージアム「ＴｅＮＱ（テンキュー）」７月上旬オープン  

 ◆東京ドームシティご案内  
  

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 

※本資料に記載の価格は全て消費税込です。 
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◆新ヒーロー「烈車戦隊トッキュウジャー」のヒーローショー第１弾 

                   『烈車戦隊トッキュウジャー シアターＧロッソに現る！！』                                              

スーパー戦隊シリーズ３８作目となる新ヒーロー「烈車戦隊トッキュウジャー」（テレビ朝日系列）のヒーロー 

ショー第１弾を２０１４年３月１５日（土）より、｢シアターＧロッソ｣にて開催します。 

勝利のイマジネーションを持つ５人の若者・トッキュウジャーが「レインボーライン」を走る“烈車”に乗って、 

悪の路線を爆走する「シャドー」との戦いをシアターＧロッソで繰り広げます。 

◎名 称：烈車戦隊トッキュウジャーショー第１弾 

『烈車戦隊トッキュウジャー シアターＧロッソに現る！！』 

◎期 間：２０１４年３月１５日（土）～４月２０日（日）の土日祝日 

※３／２１～４／６の期間は毎日公演  

◎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：悪の路線「シャドーライン」を爆走するクライナー、それに乗る悪の「シャドー」たちが子供たちを 

闇に飲み込もうとＧロッソにやってきた。 

シャドーに立ち向かうのは、想像する力、夢見る力、イマジネーションを持つ者にしか見えない 

といわれる路線「レインボーライン」を走る正義の“烈車”に乗って戦う５人の若者、 

『烈車戦隊トッキュウジャー』！ 

彼らは子供たちを守るべく乗り換え変身を駆使して、シャドーと戦う。 

強い！カッコいい！勝利のイマジネーション！ 

『烈車戦隊トッキュウジャー』Ｇロッソに到着いたしまーす。 
 

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 
 

◆烈車戦隊トッキュウジャー 「ヒーローメニュー」                                    

東京ドームシティ内のレストランではお子様に大人気の、烈車戦隊トッキュウジャー人形付きヒーロー 

メニューがお楽しみいただけます。 

◎人形付きヒーローメニュー（例） 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ※４月１日（火）より販売開始予定 

    ※ジオポリス内「ホットドッグスタンド」でもヒーロー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】 

キッズバーガー ８５０円 

【フェスタカフェ】 

ホットドッグセット ７６０円 

東京ドームシティ アトラクションズ関連 

ヒーロー人形 

（イメージ） 
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◆東京ドームホテル『烈車戦隊トッキュウジャールーム』 ※１日１室限定                       

東京ドームホテルでは、今春登場のヒーロー「烈車戦隊トッキュウジャー」をモチーフとしたヒーローコンセプト

ルーム「烈車戦隊トッキュウジャールーム」を２０１４年３月１４日（金）のご宿泊より１日１室限定で販売します。 

部屋の壁面やベッドカバーなどに「烈車戦隊トッキュウジャー」のデザインが施されており、他では体験できな

い魅力あふれるご宿泊をお楽しみいただけます。 

 

◎宿泊期間：２０１４年３月１４日（金）～２０１５年３月上旬予定  

               ※２０１４年３月１６日（日）～３月１９日（水）の期間は除く 

◎料 金：１室１名様料金 １５,５００円～ 【１日１室限定】 

               ※室料・朝食・東京ドームシティ アトラクションズ乗物引換券（お一人様２回分）・サービス料・諸税込み 

               ※シーズンによりシアターG ロッソ「烈車戦隊トッキュウジャーショー」指定席券付きのプランに変更の場合あり 

               ※消費税改定に伴い料金変更の場合あり 

               ※２名様～４名様にて利用可能 

◎宿泊予約：東京ドームホテル 公式ウェブサイト http://www.tokyodome-hotel.co.jp にて限定受付中 

◎特 典：●トッキュウ１号が出演する“東京ドームホテルオリジナルウェルカム映像” 

             ●“トッキュウジャーのアメニティグッズ”をご用意（持ち帰り可） 

             ●“なりきりグッズ”をご用意（持ち帰り不可） 

 

お客様からの問い合わせ先：東京ドームホテル 宿泊予約 ＴＥＬ．０３－５８０５－２２２２（１０：００～１７：００） 

 

◆東京ドームホテル『烈車戦隊トッキュウジャー ＧＷファミリーブッフェ』                   

東京ドームホテルでは、２０１４年５月５日（月・祝）に「烈車戦隊トッキュウジャー 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、歴代ヒーローのキョウリュウレッドとレッドバスターが登場するほか、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「烈車戦隊トッキュウジャー」との写真撮影やお土産をプ

レゼントいたします。 

 

◎日 時：２０１４年５月５日（月・祝） 第１回 １０：１５～ 第２回 １３：３０～ 

◎場 所：東京ドームホテルＢ１Ｆ 大宴会場「天空」  

◎内 容：【お食事】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「烈車戦隊トッキュウジャー」 

●ミニコンサート 出演：伊勢大貴/高取ヒデアキ  

◎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  

            【特典】「烈車戦隊トッキュウジャー」との写真撮影会とお土産付き  ※お子様券ご購入のお客様のみ 

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

       ※２０１４年３月４日（火）１１：００より受付開始  

 

©2014 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

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 （１１：００～１８：００） 
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◆『卒業生いらっしゃい２０１４～卒フェス～』                                              

２０１４年３月１日（土）～４月６日（日）まで、『卒業生いらっしゃい２０１４～卒フェス～』を開催します。２０１４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 

クーポン券などの特典を付けた｢卒業生スペシャルチケット｣を販売するほか、「フラッシュモブ」や“ユニドル”によ

るスペシャルライブなど、首都圏の大学生約１００名の「東京ドームシティ学生アンバサダー」が手がける 

イベントを開催します。 

 

◎名 称：卒業生いらっしゃい２０１４～卒フェス～ 

◎期 間：２０１４年３月１日（土）～４月６日（日）  

◎時 間：１０：００～２１：００  

           ※３月２０日（木）まで一部アトラクションは１９：００営業終了 

◎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/sotsufes2014/ 

◎内 容：  

卒業生スペシャルチケット 

２０１４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

で使用できるクーポン券などの特典が付いたお得なチケットです。 
 

〔特典内容例〕 

・スポドリ！ バッティング・ピッチングどちらか１ゲーム無料 

・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） 

・ベースボールカフェ １会計につき３００円引き 

・マリオンクレープ 卒業生限定「ハッピークレープ」（５５０円）を販売 

   ※４月１日（火）以降は５８０円 

など全２７種類 

〔対象〕幼稚園から大学・専門学校などを２０１４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（３月３１日（月）までの価格） 

   ワンデーパスポート 大人（１８歳以上） ３,８００円、中高生（１２～１７歳） ３,３００円、 

                 小学生（６～１１歳） ２,０００円、幼児（３～５歳） １,２００円 

 ※他の割引との併用不可 

 

   「東京ドームシティ学生アンバサダー」によるイベント開催 

 首都圏の大学生で構成される「東京ドームシティ学生アンバサダー」による特別企画を開催します。 
    

    ★「卒フェス×フラッシュモブ」 

学生による「ダンスあり、合唱あり」のパフォーマンスで日常 

の場にサプライズをもたらし、卒業生を笑顔でお見送りします。 

■開催日程：３月１日（土）、３月３０日（日） 
 

★「卒フェス×キッズワークショップ」 

学生によるキッズワークショップを開催します。工作を通じて、 

学校の授業とは異なる手法で子どもたちの創造性を育みます。 

■開催日程：３月２１日（金・祝）、３月２２日（土）、３月２３日（日） キッズワークショップ（イメージ） 

ハッピークレープ 
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★「卒フェス×ＵＮＩＤＯＬ」／「卒フェス×アカペラストリート」 

各大学のアイドルユニット「ＵＮＩＤＯＬ（ユニドル）」や学生アカ 

ペラバンドによる、卒業を祝うライブパフォーマンスを披露します。 

■開催日程：３月２０日（木） ■開催場所：シアターＧロッソ 
 

★「卒フェス×卒業ライブ」 

シンガーソングライター牧野憲人（まきのけんと）が「東京ドーム 

シティ学生アンバサダー」のテーマソングをはじめ、卒業ソング中心 

のスペシャルライブを披露します。 

■開催日程：４月５日（土） 

 

   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、かわいくておいしい「卒業生いらっしゃい限定メニュー」を 

販売し、卒業の思い出作りを盛り上げます。 
 
【イベント限定メニュー例】 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 ★新アトラクション 「ブンブンビー」が今春オープン！！ 

東京ドームシティ アトラクションズのバイキングゾーンに 

新アトラクション「ブンブンビー」が加わります。 

飛び回る蜂をイメージした動きでお子様だけでなく大人 

まで幅広く楽しめる回転型アトラクションです。 
 

◎名 称：ブンブンビー 

◎設置場所：東京ドームシティ アトラクションズ バイキングゾーン 

◎オープン日：未定（２０１４年春） 

◎料 金：５００円 ※４月１日（火）以降は５２０円 

◎乗車規定：身長１０５ｃｍ以上、１２０ｃｍ未満のお客様は中学生以上の付き添いが必要 

◎乗車定員：１２人 

◎所要時間：約９０秒 

牧野憲人 

ブンブンビー（イメージ） 

コングラチュリトス ３００円 
※４月１日（火）以降は３２０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 
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◆『読売巨人軍創設８０周年 ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１４』                                      

東京ドームシティでは、２０１４年３月２１日（金・祝）～３０日（日）まで、 『読売巨人軍創設８０周年 ＧＩＡＮＴＳ

開幕祭 ２０１４』を開催します。期間中は、読売巨人軍の創設８０周年を記念して、野球のボールをかたどった巨

大球体を展示するほか、監督・選手の顔写真スタンプを集めるスタンプラリーなど、多彩なイベントを催します。 

 

◎名   称：読売巨人軍創設８０周年 ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１４ 

◎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：２０１４年３月２１日（金･祝）～３０日（日）  

◎場   所：東京ドームシティ全域 

◎料   金：無料 

◎内   容：    

巨大球体展示  

読売巨人軍の創設８０周年を記念して、野球のボールをかたどった巨大な球体が登場します。 

【場 所】東京ドーム２２ゲート前        
 

オールＧ戦士スタンプラリー   

東京ドームシティを回り、原監督とジャイアンツの登録全選手の顔写真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、抽選で選手に直接会える権利など素敵な賞品が当たり 

ます。 

【場 所】東京ドームシティ全域      
 

ＧＩＡＮＴＳ 開幕祭スペシャルステージ  

オープン戦・開幕戦の直前に、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。チーム 

ヴィーナスの新メンバー紹介や大抽選会のほか、阪神との開幕戦が行われる２８日（金）には、ジャイアン 

ツＯＢとタイガースＯＢによるバトルトークを行います。※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２１日（金・祝）～２３日（日）／２８日(金)～３０日（日） 
 

原監督グータッチ像&選手ハイタッチ像 

原監督から直接型を取った「グータッチ像」が今年もシティ内に登場します。グータッチをすると、原監督 

の肉声メッセージが流れます。また、人気の「ハイタッチ像」のラインナップに、今年は長野選手が新たに加 

わり、内海選手・坂本選手と合わせた３体を展示します。 

【場 所】東京ドームシティ アトラクションズゲートほか 
 

ＧＩＡＮＴＳ フォン  

受話器の向こうから選手が語りかけてくる「ＧＩＡＮＴＳ フォン」が今年も登場します。これから戦いに向かう 

選手の熱い“声”をお楽しみいただけます。 

【場 所】東京ドームシティ アトラクションズゲート 

                                                                 

野球関連 

                                                                      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 
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◆東京ドーム内限定！「選手プロデュース弁当」＆「ジャビットプロデュース弁当」                                 

２０１４年の野球シーズン開幕にあわせ、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」が見た目も味もパワーアップして登場します。選手プロデュース弁当は、２０１１年より販売を開始し、毎年人

気を博していますが、今回は７選手（坂本、長野、阿部、澤村、杉内、高橋由、内海）によるプロデュースが決まり

ました。また、ジャビットがプロデュースした弁当「じゃびっと べんとう」も新登場します。 

その他、「ジャイアンツ ポップコーンバケツ（塩味・キャラメル味）」や「ジャイアンツ ヘルメットカップアイス」な

どの新商品も登場し、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。 

 

◎販売期間：２０１４年３月２８日（金）より（東京ドームでの巨人戦開催日限定） 

◎販売場所：東京ドーム内売店 

 

★「選手プロデュース弁当」＆「ジャビットプロデュース弁当」   

毎年人気で東京ドームでの野球観戦の名物になっている選手プロデュース弁当を、今年は７選手（坂本、 

長野、阿部、澤村、杉内、高橋由、内海）がプロデュースしました。 

また、同じく人気商品の「ジャビット弁当」が「じゃびっと べんと

う」として新登場します。ジャビット自身がプロデュースし、ジャビッ

トカラーのケチャップライスにジャビット型の海苔がかわいらしいお

弁当です。 

 

・選手プロデュース弁当（７種類） 

    各１,５５０円 ※３月は１,５００円 

 

・ジャビットプロデュース弁当「じゃびっと べんとう」 

    １,３５０円 ※３月は１,３００円 

 

★「ジャイアンツ ポップコーンバケツ」＆「ジャイアンツ ヘルメットカップアイス」 

今年から新登場の「ジャイアンツ ポップコーンバケツ」は、首から下げら

れるストラップつきで、観戦のお供にも最適です。 

また、「ジャイアンツ ヘルメットカップアイス」は、かわいらしいヘルメット

型の容器でバニラ、チョコ、ミックスの３種類のソフトクリームをお楽しみいた

だけます。  ※いずれも東京ドーム内限定販売 

 

・ジャイアンツ ポップコーンバケツ 

    塩味：１,２００円 キャラメル味：１,２５０円 

 

・ジャイアンツ ヘルメットカップアイス 

    バニラ、チョコ、ミックス：各４５０円 

  

 

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 

ジャイアンツ ポップコーンバケツ 

ジャビットプロデュース弁当 

「じゃびっと べんとう」 

ジャイアンツ ヘルメットカップアイス 
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フィールドターフ HD（進化型） 断面図 

◆東京ドーム人工芝 全面リニューアル                                         

２０１４年のプロ野球開幕に向け、東京ドームの人工芝を全面リニューアルします。 

現在、東京ドームで使用している人工芝は、耐久性・クッション性・衝撃吸収性に優れた「フィールドターフ改 

良型」ですが、今回７年ぶりに張り替える人工芝は、その進化型となります。なお、同人工芝の導入は、国初 

となります。 

 

◎名 称：フィールドターフＨＤ（進化型） 

メ ー カ ー：フィールドターフ・ターケット社（カナダ） 

施 工：奥アンツーカ株式会社 

◎使用開始日：２０１４年３月２１日（金・祝） 巨人-横浜ＤｅＮＡ戦（オープン戦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎特 長：天然芝に近いクッション性・衝撃吸収性により選手の身体への負担を軽減しながら、同時に耐

及性・復元力に優れ、良質な状態を長く保つことができます。 

また、芝のパーツを縫合しフィールド全体を一体的にすることで、ズレ・よれ・溝・不陸を減少さ

せ、プレー時の安全性を向上させます。 

 

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 

 

 

◆「長嶋・王ゲート」 リニューアル 東京ドーム開場２５周年記念レリーフ新設                                        

東京ドームは昨年３月に開場２５周年を迎え、記念ナイターの開催などさまざまなイベントやキャンペーンを 

行ってきましたが、その締めくくりとして「長嶋ゲート」「王ゲート」のリニューアルを実施します。 

後楽園球場時代に多くのファンに親しまれた同ゲートは、１９９８年、東京ドーム開場１０周年を記念して２２ 

ゲート両サイドに復活し、お二人のレリーフも飾られていました。 

今回のリニューアルではレリーフを一新し、１０周年記念時と同様、長嶋茂雄・王貞治両氏をお招きしての除幕

式の開催も予定しています。 

 

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 

 

63mm 

40mm 

1mm 
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◆「ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ（ボールパークストア）」 ３月１日（土）オープン                 

２０１４年３月１日（土）、プロ野球グッズを幅広く取り扱う「ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ（ボ―ルパークストア）」が、

東京ドーム２１ゲート横（ベースボールショップ「ＴＯ：ＤＯ」跡）にオープンします。 

「ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ」は、”Ｆｏｒ Ａｌｌ Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｆａｎｓ”をコンセプトに、東京ドームを本拠地とする読売 

ジャイアンツをはじめプロ野球全１２球団のグッズやＭＬＢ関連、東京ドームオリジナル商品等を取り揃えた、総

合ベースボールグッズショップです。 

オープンを記念して、オリジナルノベルティプレゼントなどのキャンペーンも実施します。 

 

◎名   称：ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ（ボールパークストア） 

◎場   所：東京ドーム２１ゲート横 

◎営業時間：１０：００～１９：００ 

※野球開催有無・季節・曜日によって異なる／年中無休 

◎オープン日：２０１４年３月１日（土） 

◎キャンペーン（３月１日～３１日）： 

・お買い上げのお客様各日先着２００名様にオリジナルノベルティプレゼント 

・ＴＤポイントカード「基本ポイント３倍キャンペーン」         ほか 

   

※「ＴＯ：ＤＯ」は、本年１月５日を持ちまして閉店いたしました。  

  

◎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 

 

◆スポドリ！「東京ドーム野球塾」 元読売ジャイアンツ・酒井純也が新コーチに就任           

２０１３年１０月に『スポドリ！』内に開校した「東京ドーム野球塾」では、読売ジャイアンツで投手として活躍し 

た酒井純也を新たにコーチに迎え、２０１４年４月１日（予定）より、「投手育成クラス」を新設します。 

酒井コーチは１９９８年にジャイアンツに入団し、２００２年に初勝利を挙げるなど、プロ通算１勝４敗の成績を 

残しました。また、ジャイアンツ退団後は社会人野球でも活躍し、２００９年の都市対抗野球大会に出場するな 

ど、プロ・アマを通し豊富な投手経験を持っています。 

東京ドーム野球塾は、昨秋の開校以来、同じくジャイアンツＯＢの梅田浩塾長兼コーチのもと、主に小中学 

生を対象に技術面はもちろん、スポーツマンシップの大切さを唱え、精神面の教育も重視し指導を行っていま 

す。今回の投手育成クラス新設により、投手志望の受講生にもきめ細かい指導を行えるようになりますが、打 

撃に特化したクラスも新設する予定です。今後も投手、野手それぞれの受講生に対し、技術・精神両面にて親 

切・丁寧かつ的確な指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様からのお問い合わせ先：スポドリ！ ＴＥＬ．０３－３８１２－４４１５ 

外観イメージ 

 

酒井純也プロフィール 

 

１９８１年３月４日生まれ。矢上高校（島根県）から投手として１９９８年読売ジャイ

アンツに入団。２００７年まで９年間在籍しプロ通算１勝４敗。ジャイアンツ退団後

は社会人野球（三菱重工広島）で現役を続け、２０１３年に退団。２０１４年２月に

東京ドーム野球塾のコーチに就任。右投右打。 
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◆ベースボールカフェ『２０１４ シーズンオープナー ～ボールパーク フランク～』                   

ボールパークテーマレストラン「ベースボールカフェ」では、２０１４年３月１日（土）～４月３０日（水）の期間、野

球シーズンの幕開けを祝い、『２０１４ 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 

ジャーリーグ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：２０１４年３月１日（土）～４月３０日（水） 

◎主なメニュー： 

・ファストボール ドッグ １,１７０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 １,２８０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。

人気メニューの再登場です。 

・バッテリー ドッグ～チーズスタイル～ １,１９０円 

息のあったバッテリーのようにチェダーチーズとモッツアレラチーズを 

たっぷり使った相性バツグンの一品です。        

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２０１４年３月２１日（金・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：２０１４年３月２１日（金・祝）～１１月上旬  

◎場 所：東京ドーム２２ゲート前 

◎営業時間： 平日 １５：３０～２１：００ 

 土日祝 １１：００～１７：００または２１：００ 

※但し、７・８月は２２：００まで 

※営業時間は日程により異なる／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 ４６０円、など 

［フ ー ド］鶏の唐揚げ、ソーセージ、焼きそば、枝豆、エビチリなど約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 

 

ファストボール ドッグ 

カムバックアワード 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（朝食付き）がセットに

なった本プランは、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、毎年好評のプランです。 

 

◎対象期日：２０１４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より開始します。 

           〔インターネット予約〕２０１４年５月７日（水）１０：００～ 〔電話予約〕２０１４年５月１４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 １７,５００円～３８,０００円 

Ａ席 １７,０００円～２７,０００円 

Ｂ席 １４,４００円～２４,０００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/giants2014/ 

◎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〕      ＴＥＬ．０３－５８０５－２２２２（受付時間１０：００～１７：００） 

 

◆野球殿堂博物館 企画展 『名選手のバット展』                                            

野球殿堂博物館では２０１４年５月１８日（日）まで、企画展『名選手のバット展』を開催しています。ベーブ・ 

ルースやイチロー選手、張本勲氏ら首位打者を獲得した日米の名選手のバット約７０本を展示し、長さや重さな

どの情報もあわせて紹介します。 

 

◎名 称：企画展『名選手のバット展』 

◎期 間：２０１４年５月１８日（日）まで 

◎場 所：野球殿堂博物館 企画展示室 

◎入 館 料：大人５００円、小・中学生２００円、６５歳以上３００円 

※２０１４年２月現在 

◎開館時間：１０：００～１８：００ （３月～９月） 

※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：張本勲選手（首位打者７回） ３０００本安打達成（１９８０年）バット 

イチロー選手（首位打者７回） オリックス時代 バット         ほか 

 

お客様からのお問い合わせ先：（公財）野球殿堂博物館 ＴＥＬ．０３－３８１１-３６００ 
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◆『ミーツポート ６ｔｈ Ｔｈａｎｋｓ Ｆａｉｒ』                                        

２０１４年３月１９日（水）に開業６周年を迎えるミーツポートでは、３月１日（土）～３１日（月）の期間、 

「ミーツポート ６ｔｈ Ｔｈａｎｋｓ Ｆａｉｒ」を開催します。日ごろのご愛顧に感謝し、プレゼントが当たるスクラッチ 

カードの配布や、ＴＤポイントカード 基本ポイント３倍キャンペーンなどを実施します。 

 

◎名 称：ミーツポート ６ｔｈ Ｔｈａｎｋｓ Ｆａｉｒ 

◎期 間：２０１４年３月１日（土）～３１日（月） 

◎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/ＥＮＯＴＲＩＡ Ｄｉａｎａ/ 

神楽坂 茶寮/バルコ/北のぽん太/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： 

★ＨＡＰＰＹ ＬＵＣＫＹ スクラッチ 

期間中、対象店舗にて１,０００円ご利用毎に１枚スクラッチカードを配布。６,６６６名様にミーツポートご 

利用券やランチ、ディナー券などが当たります。また、ハズレの場合でも、「ハズレ」カードを５枚１口で 

Ｗチャンスに応募いただくと、抽選で３組６名様に、「ろく」にちなんだ国内旅行をプレゼントします。 

★ＴＤポイントカード「基本ポイント３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３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 

 

◆東京ドームホテル スーパーダイニング「リラッサ」 『春の北海道フェア』                         

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、２０１４年４月１日（火）～６月３日（火）の期間、 

『春の北海道フェア』を開催します。北海道食材の美味しさを活かした多彩なメニューを、ブッフェにてご用意し 

ます。 
 

◎期 間：２０１４年４月１日（火）～６月３日（火） 

◎開催時間：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３,０２４円、お子様（４歳～小学生）１,２９６円 

          ディナーブッフェ〔１２０分制〕  

           大人４,３２０円、お子様（４歳～小学生）１,２９６円、シニア（６５歳以上）３,７８０円 

          ※ソフトドリンクバー付き 

 

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 

その他 
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いろいろな視点から心地よく宇宙を楽しめる施設、宇宙ミュージアム『ＴｅＮＱ（テンキュー）』が２０１４年７月上

旬にオープンします。当施設は「宇宙を感動する」をコンセプトとし、これまでとは違った視点から、「なるほど！」

「もっと知りたい！」「誰かに話したい！」という知的好奇心を刺激する空間を提供します。 

宇宙ミュージアム『ＴｅＮＱ』は楽しみながら、知識を深めることができる８つのエリアから構成されており、各エ

リアで新しい宇宙との出会いをお楽しみ頂くことができます。 

◎名 称：宇宙ミュージアム『ＴｅＮＱ（テンキュー）』  

◎場 所：東京都文京区後楽１－３－６１ 東京ドームシティ内 黄色いビル６Ｆ  

◎開業時期：２０１４年７月上旬予定 

◎施設面積：約２,６００㎡ 

◎施設構成：サイエンスラボ、大型円形高解像度シアター、導入コンテンツ、映像演出空間、 

サイエンスゾーン、バラエティコンテンツ、企画展、ショップなど 

◎特 徴：幅広い可能性を持ちながら、捉えにくかった宇宙を、“感動”を通じ、自分の身近なものとして心 

地よく楽しめるエンタテインメント・ミュージアム。学術や本物に裏づけされた「宇宙の真理」と、 

宇宙から得たインスピレーションによる「人間のイマジネーション」をエンタテインメントとして表現 

し、好奇心をかきたてます。 

「ミュージアム」と「エンタテインメント性」を掛け合わせた感動空間と、東京大学総合研究博物館 

をはじめとした専門機関とのアライアンスなどにより、大人一人でも楽しめる本物志向の空間に 

仕上がっています。 

※営業時間および料金は未定です 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※営業情報など詳細は、２０１４年４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 

 

宇宙ミュージアム『ＴｅＮＱ（テンキュー）』７月上旬オープン 

直径 11m の大型円形高解像度シアター（イメージ） 東京大学総合研究博物館との産学連携による 

サイエンスゾーン（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６７０台 

[東京ドームホテル専用駐車場] 約２８０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 ※２０１４年２月２６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 BALL PARK STORE（イメージ） 

３月１日（土）オープン 

 


