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２０１４年７月８日（火）、東京ドームシティの玄関口である「黄色いビル（６Ｆ）」に、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」をコンセプトとした９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いただけます。 

 

 

★施設概要 

◎名 称：宇宙ミュージアム 

『ＴｅＮＱ（テンキュー）』 

◎場 所：黄色いビル６Ｆ 

◎開 業 日：２０１４年７月８日（火） 

◎施設面積：約２,６００㎡ 

◎施設構成：シアター宙（ソラ）、サイエンス、はじまりの部屋、イマジネーション、など 全９エリア  

◎営業時間：【平日】         １１：００ ～ ２１：００  

【土日祝・特定日】  １０：００ ～ ２１：００ 

※最終入館時刻は、２０：００ 

※年中無休 

※特定日はＧＷ、および春夏冬休みなど 
 
 

◎料 金： 

 

 

 

 

 

 

 

◎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。 

 
通常料金 

年間パスポート 
※販売枚数限定 

一般 １,８００円 ３,６００円 

大学生/高校生/専門学校生 １,５００円 ３,０００円 

中学生/小学生/未就学児（４歳以上） １,２００円 ２,４００円 

シニア（６５歳以上） １,２００円 ２,４００円 

宇宙ミュージアム『ＴｅＮＱ（テンキュー）』 ７月８日（火）オープン 

※音響、照明、暗転などの演出があるため、４歳未満は入館をお断りします。 
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◎エリア内容：ＴｅＮＱのエリアは全部で９つあり、入館者の心の動きを意識したマインドストーリーのもとに構成

されています。９つの全てのエリアを体験していただくことで、ひと繋ぎのエンタテインメントとして

お楽しみいただけるような仕掛けが施されています。 

東京大学総合研究博物館との産学連携プロジェクトによる分室が設置される「サイエンス」や、

最新のプロジェクション・マッピングによる映像演出で、古代から現代に至る人々の宇宙への想

いに触れられる「はじまりの部屋」、直径１１ｍ、４Ｋ超で楽しめる見下ろし型の大型円形高解像

度シアター「シアター宙（ソラ）」（特許５５３００２２号）など、ここでしか味わえない感動をお客様に

お届けします。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

直径１１mの大型円形高解像度シアター（イメージ） 

イマジネーション（イメージ） 

はじまりの部屋（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（イメージ） 

①エントランス 

②トンネル０（ゼロ） 

③はじまりの部屋 

④シアター宙（ソラ） 

⑤サイエンス 

⑥イマジネーション 

⑦企画展示室 

⑧つながる場所 

⑨ＴｅＮＱ宇宙ストア 

① 

② 

③ 

⑧ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
⑨ 
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◆夏期限定お化け屋敷『恐怖のかくれんぼ屋敷』                              

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１４年７月１８日（金）～９月１５日（月・祝）の期間、毎年恒例の夏

期限定お化け屋敷を、『恐怖のかくれんぼ屋敷』と題して開催します。 

今回のテーマは＜かくれんぼ＞。誰もが幼い頃に経験した遊びにまつわる恐怖のストーリーを背景とした館

内で、十年前から隠れたままのある男の子を見つけるというミッションが課せられます。 

果たしてミッションを達成し、無事に戻ることができるでしょうか・・・ 

 

◎名 称：夏期限定お化け屋敷『恐怖のかくれんぼ屋敷』 

◎期 間：２０１４年７月１８日（金）～９月１５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場合があります。 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ 

◎料 金：８２０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：＜かくれんぼ＞ 

◎プロデュース：五味弘文氏 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://kakurenbo.info/ 

 

【ストーリー・設定】 
十年前に隠れたあの子が、今もあなたを待っている・・・・・・ 
 
もういいかい？もういいよ・・・ 
 
夜になると、この屋敷では子どもの声が聞こえてくるということです。 

ようちゃんがあのかくれんぼを続けているのです。 

十年が経った、今でもなお・・・。 
 
十年前、お母さんと二人で暮らしていた小学３年生のようちゃんは、家に一人でいるのが寂しくて、いつも 

友だちと遊んでいました。 
 
ある日の夕方、空き家でかくれんぼをしていると、友だちのシンくんが言いました。 

「“夕焼け小焼け”が鳴り終わるまで隠れていた人に、何でもほしいものをあげよう」 
 
ようちゃんは、押入れに積まれた布団の間に体を忍ばせ、ずっと欲しかったもののことを考えていました。 

ようちゃんが欲しかったもの、それは「お父さん」です。 

 

オニになったシンくんに見つかった友だちは次々と帰っていき、残るはようちゃんだけになりました。 
 
「ようちゃん・・・ようちゃん・・・」 

シンくんは、ようちゃんの名前を呼びながら屋敷の中を歩き回りました。 

すると、どこかで同じように「ようちゃん・・・ようちゃん・・・」と呼ぶ声が聞こえます。 

誰かが戻ってきてくれたんだ。シンくんは、声のする部屋を開けました。 
 
すると、そこには見たこともない男の人が立っていました。 

「おじさん、もう何年もようちゃんを探してるんだ。お母さんはさっき見つけたんだけどな」 

そう言うと、男の人はシンくんの目の前に右腕を差し出すと、その腕は真っ赤な血に染まっていました。 

シンくんは恐ろしくてたまらず、小走りで玄関に向かいました。 
 
ようちゃんは、押し入れの中に身を潜めて、自分を呼ぶ大人の声を聞いていました。 

呼びかける声の合間に、乱暴に戸を開けたり何かを倒したりする音が聞こえてきます。 

【イメージビジュアル】 

イベント情報 
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「もういいかい・・・？もういいかい・・・？」 

恐怖で震える中、遠くで鳴る“夕焼け小焼け”を聞いて、ようちゃんは必死に願いました。 

「お父さんがほしい・・・」 

あのメロディーが終わるまで隠れていられたら、お父さんが助けてくれるかもしれない。 
 
「もういいかい？」 

その声が、すぐ近くで聞こえました。 

「ようちゃん、みっけ・・・」 

男の人の声が、すぐ耳元で聞こえたと思ったら、二度、三度と鋭い刃が突き立てられました。 

“夕焼け小焼け”が鳴り終わるまで隠れていられたようちゃんは・・・、 

願いどおり、お父さんに会うことができたのです――――。 
 
この屋敷に入るあなたは、“夕焼け小焼け”が鳴り終わるまでに、ようちゃんを見つけなくてはなりません。 

ようちゃんが、見捨てられた深い怨みを抱えながら隠れて待ち続けているのは、十年前に自分を見捨て

たシンくんです。 
 
そのシンくんとは・・・、あなたのことです！ 

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 

 

◆『「こびとづかん」のなつやすみ ｉｎ 東京ドームシティ』                           

２０１４年７月１９日（土）～８月３１日（日）の期間、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”たちを実際に探す体験型イベント『「こびとづかん」のなつやすみ ｉｎ 東京ドームシティ』を開催します。 

昨年、こびとづかんファンの夏休みを魅了したこびと探しイベント「こびとピクニック」が、今年はさらにパワー

アップし、こびとを｢探す｣だけではなく｢見つけて学ぶ」楽しさも取り入れて展開します。 

 

◎名 称：「こびとづかん」のなつやすみ ｉｎ 東京ドームシティ 

◎期 間：２０１４年７月１９日（土）～８月３１日（日） 

◎時 間：１０：００～１８：００（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ほか） 

◎料 金：「こびとピクニック」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３,９００円、シニア・中人３,４００円、小人２,１００円、幼児１,３００円 

  ※大人＝１８歳以上、シニア＝６０歳以上、中人＝１２～１７歳、小人＝６～１１歳、幼児＝３～５歳 

◎内 容：●こびとピクニック 

         ワンデーパスポートを購入すると、本イベント限定の「こびとづかん」の冊子がもらえます。 

         アトラクションに乗りながら、クイズに答えたり、スタンプなどを集めて「こびとづかん」のページ 

         を作っていきます。自分だけの「オリジナルこびとづかん」の完成を目指し、こびとを探しながら 

         アトラクションも同時に楽しむことができます。 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kobitos.com/ 

 

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 
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◆『仮面ライダー×スーパー戦隊 Ｗヒーロー夏祭り２０１４』                        

東京ドームシティ プリズムホールでは、２０１４年８月６日（水）～２１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２０１４』を開催します。 

現在放映中の「仮面ライダー鎧武」、「烈車戦隊トッキュウジャー」が会場に

登場し、ボールプールや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、「仮面ライダー鎧武」

が史上最恐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２０１４ 

◎期 間：２０１４年８月６日（水）～２１日（木） 

◎時 間：１０：００～１７：００（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＋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 ３,２００円（前売・当日共通） 

プレミア指定席（２～４列目）券付 ２,８００円（前売・当日共通） 

指定席券付 大人（中学生以上） ２,２００円 ２,４００円 

指定席券付 こども（３歳～小学生） １,９００円 ２,１００円 

自由席券付 大人（中学生以上） １,９００円 ２,１００円 

自由席券付 こども（３歳～小学生） １,６００円 １,８００円 

※チケット１枚につき、１公演のみ観覧可能。 

※３歳以上はチケットが必要、３歳未満でも座席が必要な場合はチケットが必要。 

※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２５日（日）より各プレイガイドにて発売中 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://at-raku.com/whero2014/ 

◎主な内容： 

仮面ライダースーパーステージ 

 仮面ライダー鎧武が史上最恐の強敵に挑む！伝説のライダーたちがここに集結！ 

 ※開演時間は１０：３０／１２：００／１４：００／１６：００ 

 

爆笑！？ミニステージ 

 ショッカーの「ちりがみ博士」と一緒に遊ぼう！ 

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

 そのほか、ボールプールや「レッドレッシャー」で遊べるプレイランドや射的、宝釣りのほか、夏祭りなら 

ではの遊びを揃えた「縁日コーナー」、会場限定フードも販売する「屋台コーナー」など、親子で楽しめる 

コーナーを展開します。 

※イベント内容や開演時間などは変更に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 

報道関係の方からのお問い合わせ先：東映 事業推進部 キャラクター事業室 ＴＥＬ．０３－３５３５－７５５５ 

©石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・  

東映ＡＧ・東映ビデオ・東映 
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◆『ドラマチック遊園地 ｗｉｔｈ コブクロ』                                     

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１４年８月１日（金）～９月１５日（月・祝）の４６日間、コブクロとの 

コラボレーションによる夏期限定イベント「ドラマチック遊園地 ｗｉｔｈ コブクロ」を開催します。 

『主題歌、コブクロ。主人公、アナタ。』をテーマに、来園者が主人公となり、遊園地での一日をより特別な思

い出にしていただけるよう、コブクロ（小渕健太郎・黒田俊介）の楽曲などを通して東京ドームシティ アトラク 

ションズでの感動体験を後押しします。  

 
◎名 称：ドラマチック遊園地 ｗｉｔｈ コブクロ 
◎期 間：２０１４年８月１日（金）～９月１５日（月・祝） 
◎時 間：１０：００～２２：００ ※９月１日（月）以降は１０：００～２１：００ 
◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ 
◎料 金：イベント参加には、ワンデーパスポートまたはナイト割引パスポー                                                         

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３,９００円、シニア・中人３,４００円、小人２,１００円、 
幼児１,３００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） 
大人２,９００円、シニア・中人２,４００円 

  ※大人＝１８歳以上、シニア＝６０歳以上、中人＝１２～１７歳、小人＝６～１１歳、幼児＝３～５歳 
  ※小人・幼児のナイト割引はありません。 

◎内 容：恋人同士や友人グループ、ファミリーなど様々なシチュエーションに合わせたあらゆる感動を 
 コブクロの楽曲とともに演出し、「楽しい」「おもしろい」「スリル」だけでは終わらない「感動する 

 遊園地」体験を提供します。 
◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://at-raku.com/kobukuro/ 
※イベント詳細は６月中旬に公開予定です。 

 

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、２０１４年７月２６日（土）～８月２４日（日）まで、こども・親子向けの無料イベント『夏

休み毎日イベント ｉｎ 東京ドームシティ ３０Ｄａｙｓ』を開催します。シティ内の各施設・店舗を会場として、風鈴

絵付け体験やビー玉万華鏡作り、パンやお寿司作りのほか、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：２０１４年７月２６日（土）～８月２４日（日） 
◎場 所：東京ドームシティ内各施設 
◎料 金：参加無料 
◎内 容：東京ドーム、ラクーア、ミーツポート、スポドリ！、 

ボウリングセンター、東京ドームホテル、その他 
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。 
※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。 
開催前の事前申し込み、抽選のイベントもあり。 

【イベント例】 
★工作・・・・・ビー玉万華鏡作り・オカリナペンダント作り・風鈴絵付け体験 など 
★料理・・・・・パン作り・お寿司作り・スイーツデコレーション体験・１日バリスタ体験 など 
★体験・・・・・スライム作り・マナー教室・元プロ野球選手によるピッチングを間近で見よう など 

  ◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyo-dome.co.jp/news/summer/2014/ （７月上旬公開予定） 
※各イベントの詳細（開催時間・参加資格・定員・受付方法など）をホームページにて公開予定です。 

 
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 

昨年の様子（風鈴絵付け体験） 
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◆『読売巨人軍球団創設８０周年イースタン・リーグ公式戦 ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ』                         

東京ドームでは２０１４年８月６日（水）、７日（木）の両日、プロ野球イースタン・リーグ（二軍）公式戦の読売

ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズ戦を開催します。 

当日は東京ドームのグラウンドに降りて人工芝の上でベースランニングなどを体験できる「芝生で遊ぼう！」

や、東京ドーム内の４Ｆコンコースでイベントを楽しんで賞品も当たる「イースタン・チャレンジ」など、野球観戦と

あわせて楽しめる様々な企画を実施します。 

また、｢エキサイトシート｣や東京ドームホテルの食事が味わえる「ビュッフェ付きシート」など、通常の巨人戦

では購入が難しい人気シートをはじめ、先行入場・練習見学の特典が付いた「バックネット裏指定席（ＳＳ・ Ｓ

席）」や「ベンチサイド指定席」などを販売します｡ 

 

◎名 称：読売巨人軍球団創設８０周年イースタン・リーグ公式戦 ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ 

◎日 時：２０１４年８月６日（水）、７日（木） １８:００～（開場１６：００） 

◎対戦 カード：読売ジャイアンツ×東京ヤクルトスワローズ 

◎主 催：読売新聞社・日本テレビ・東京ドーム 

◎料 金：エキサイトシート    ３,５００円 

バックネット裏指定席ＳＳ     ３,０００円（先行入場・練習見学特典付き） 

バックネット裏指定席Ｓ   ２,０００円（先行入場・練習見学特典付き） 

ベンチサイド指定席       ２,０００円（先行入場・練習見学特典付き） 

指定席Ａ              １,５００円 

ビュッフェ付きシート（大人）   ３,５００円（バルコニー席・自由席） 

ビュッフェ付きシート（こども） ２,０００円（バルコニー席・自由席） 

内・外野自由席（大人） １,０００円 

内・外野自由席（こども） ５００円  

車椅子席 １,０００円 

※こどもは、小・中学生 

◎チケット発売：２０１４年５月３１日（土）より東京ドーム前売所、各プレイガイドにて前売り開始 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyo-dome.co.jp/dome/eastern/2014/ ※公開日未定 

◎イベント内容：  

●芝生で遊ぼう！  【開催時間】１２：００～１３：００（最終入場１２：３０） 

東京ドームのグラウンドに降りて、人工芝の上で「ベースランニング」 

などを楽しめます。 

●イースタン・チャレンジ  【開催時間】１０：３０～１４：３０（予定） 

東京ドーム内４Ｆコンコースにて、お子様もお楽しみいただける 

イベントを展開します。 
 

※いずれも参加無料、ただし当日の試合のチケットが必要となります。 
    

 このほかにも、さまざまなイベントを開催予定です。 

 

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 

野球関連情報 

ベースランニング（イメージ） 
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◆『デーゲーム限定 スクラッチキャンペーン』                                  

本年６月８日（日）～９月２１日（日）までに東京ドームで開催されるプロ野球巨人戦のうち、デーゲーム限定

で、２,０００円お買い上げごとにスクラッチカードを１枚進呈する『デーゲーム限定 スクラッチキャンペーン』を実

施します。当キャンペーンでは、「東京ドーム内飲食売店でお好きなメニュー１品」や、「東京ドームシティ アトラ

クションズ アトラクション１回券」など、素敵な賞品が当たります。 

 

◎配 布 日：２０１４年６月８日（日）～９月２１日（日）に東京ドームで開催されるプロ野球巨人戦、１４：００試

合開始のデーゲーム（計１５試合） 

◎配布場所：東京ドーム内飲食売店 

◎内 容：対象試合において、東京ドーム内売店で２,０００円お買い上げごとに、スクラッチカードを１枚進呈 

◎賞 品：Ａ賞：東京ドーム内飲食売店でお好きなメニュー１品 

※弁当、雑貨など、一部商品を除く 

Ｂ賞：東京ドーム内飲食売店でお好きなドリンク１品 

Ｃ賞：東京ドーム内飲食売店で東京ドームモナカアイス 

または、ソフトドリンク（税込３００円以内） 

アトラクションズ賞：東京ドームシティ アトラクションズ アトラクション１回券  

スポドリ！賞：バッティング＆ピッチング共通メダル１枚 

※Ａ～Ｃ賞の引き換えは、プロ野球公式戦開催日に限ります（ナイターも可）。 

※賞品の引換有効期限は、２０１４年９月３０日（火）までとなります。 
 

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 

 

◆野球観戦のオススメひんやりスイーツ                                      

「東京ドーム モナカアイス」、「ジャイアンツ ヘルメットカップアイス」、「ディッピンドッツ ヘルメットカップ」は、

夏の野球観戦のお供に最適な東京ドーム内限定で販売しているひんやりスイーツです。 

今季リニューアルした「東京ドーム モナカアイス」は、厳選した食材を使用したバニラ、あずき、チョコレート

の３種類を用意し、東京ドームの白い屋根や形を再現した商品です。 

また、ジャイアンツのかわいらしいヘルメット型の容器で楽しめるスイーツも２種類登場。「ジャイアンツ ヘル

メットカップアイス」は、バニラ、チョコ、ミックスに、さらに季節の味、季節の味ミックスが加わった５種類のソフト

クリームから選んでいただけます。また、「ディッピンドッツ ヘルメットカップ」は、つぶつぶ・さらさらの食感とカ

ラフルな見た目が人気の新感覚のアイスです。  

 

◎販売場所：東京ドーム内飲食売店 

・東京ドーム モナカアイス 

    バニラ、あずき、チョコレート：各３００円 

・ジャイアンツ ヘルメットカップアイス 

    バニラ、チョコ、チョコミックス、季節の味、季節の味ミックス：各４５０円 

・ディッピンドッツ ヘルメットカップ ５４０円 

※「ジャイアンツ ヘルメットカップアイス」「ディッピンドッツ ヘルメットカップ」は巨人戦限定販売 

 

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 

ディッピンドッツ ヘルメットカップ 
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◆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、２０１４年６月２８日（土）～７月３１日（木）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５０％オフになるほか、海外旅行などの賞品が２０１４名に当たる

大抽選会を実施します。また、７月１３日（日）には、俳優の坂上忍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：２０１４年６月２８日（土）～７月３１日（木） 

◎開催場所：ラクーア ショップ＆レストラン 

◎店 舗 数：７３店 （ショップ５１店、レストラン２２店）   

 ※２０１４年５月２８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２０１４名様に当たる！大抽選会 

●日  時：２０１４年７月１１日（金）～１３日（日）  １１：００～２１：００ 

●場  所：ラクーア４Ｆ 特設会場 

●内  容：６月２８日（土）～７月１３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／「アジア」「ビーチ」「大自然」から選べる思い出の旅 ［１組２名様］ 

１ 等／東京ドームホテル エクセレンシィスイート ペア宿泊券 ［３組６名様］ 

そのほか、レイコップ（ふとんクリーナー）や東京ドーム 巨人戦チケット ペアなど 

総勢２０１４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：２０１４年７月１３日（日） 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：俳優の坂上忍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 

坂上忍さん 

ラクーア情報 
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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６月６日（金）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、サワー＆ソフトドリンク各種と、２０種

類以上のフードメニューを楽しめます。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おつまみをお楽しみください。 
 

◎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：２０１４年６月６日（金）～９月２１日（日） 

※店舗としては、１１月上旬まで営業しています。 

◎場 所：東京ドーム２２ゲート前 [約３００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（土日祝は１１：００～）、 

日によって異なります。 

※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 ３,９００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］ポテトフライ、ソーセージ、パストラミビーフ、サーモンマリネ、デザート類 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） 

 

◆ビアガーデン「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、２０１４年８月３１日（日）ま

で営業しています。緑や太陽の光があふれる開放的な空間で、冷えた生ビールをはじめ様々なフードメニュー

を味わえます。料理付きの飲み放題プランもおすすめです。 

 

◎名  称：ビアガーデン 「ポートガーデンテラス」 

◎期  間：２０１４年８月３１日（日）まで営業 

◎場  所：ミーツポート３Ｆ ガーデン 

◎時  間：平 日／１６：００～２２：００ （６月中は２１：００まで、営業日要確認） 

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。 

※天候により休業及び営業時間変更となる場合があります。 

◎席  数：１４８席 

◎主なメニュー：［ドリンク］生ビール（アサヒスーパードライ） ６００円 

ワイン・カクテル各種   ５００円～ 

ソフトドリンク各種   ３００円～ 

［フード］枝豆、バーニャカウダ、フライドチキン、骨付きフランク など ６００円～ 

★飲み放題プラン（１名様 ３,５００円）  

生ビールをはじめドリンク飲み放題と、料理（枝豆食べ放題、本日の１品、焼きそば）が 

セットになったコースです。 
※２時間制／４名様以上・要予約（当日１４時まで） 
※女性グループ限定で、お得な「水曜日限定レディースデープラン」（１名様２,８００円）がご利用いただけます。 

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

お客様からのお問い合わせ先：ビアガーデン「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」 『サマーフェスタ』                              

 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７月１７日（木）～８月１９日（火）の期間、

『サマーフェスタ』と題し、洋食と中華のシェフがそれぞれアレンジを加えた夏らしいメニューの数々を、バラエティ

豊かにブッフェスタイルでご用意します。 

また、期間中は東京ドームホテル内で行われた料理コンクールで総合優勝を受賞したメニューも登場します。 
 

◎期 間：２０１４年７月１７日（木）～８月１９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４,１０４円、お子様（４歳～小学生）１,２９６円、 

シニア（６５歳以上）３,５６４円 

          ※ソフトドリンクバー付 

◎メニュー例：タコスバー、ジャンバラヤ リラッサ風 半熟卵添え、 

岩手県産ハーブ豚バラのとろとろチャーシュー（ランチ限定）、サンラータン麺（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『夏期限定 ガーデンプールプラン』                                                

 夏期限定営業の東京ドームホテル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

『夏期限定 ガーデンプールプラン』を、２０１４年７月１９日（土）～８月３０日（土）の期間販売します。 
 

【プラン概要】 

◎販売期間：２０１４年７月１９日（土）～８月３０日（土） 

※予約受付開始日 ２０１４年５月２９日（木） １０：００～ 

◎料 金：１泊２名１室 １名様 １０,０００円～ 

※室料・朝食・ガーデンプール利用券・サービス料込 
※料金は期間・ご利用人数により異なります。 

※当プランご利用のお客様は、滞在中何度でも 

ガーデン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：２０１４年７月１９日（土）～８月３１日（日） 

◎営業時間：１０：００～１９：００ ※最終入場１８：３０ 

◎料 金：宿泊者 １,６２０円 

宿泊者以外 平日 ４,３２０円／土日祝日および特定日（８月１１日～１５日）  ５,４００円 

※購入日に限り再入場可 

※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 



  

 

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５月２８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 ＴｅＮＱ（テンキュー） 

 

プリズムホール 

いろいろな視点から、心地よく 

宇宙を楽しむ、新しいエンタテ 
インメント・ミュージアム誕生！ 
 

宇宙ミュージアム『ＴｅＮＱ
テンキュー

』 

７月８日（火）オープン！ 

 


