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東京ドームシティでは、２０１４年７月１９日（土）～８月３１日（日）の４４日間、今年も『「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。 

昨年も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。 

東京ドームシティ アトラクションズのアトラクションに乗りながら、こびとを探し出し、クイズに答えたり、シールや

スタンプなどを集めて自分だけの｢こびとづかん｣の完成を目指していただきます。 

 そのほかにも、カクレモモジリの大冒険がからくり装置で楽しめる「カクレモモジリからくり観察コーナー」や、「顔

出しパネル」の設置、オリジナル「こびとメニュー」の販売、期間限定で高さ約６ｍの「巨大カクレモモジリ」が登場

するなど、「こびとづかん」の世界を存分にお楽しみいただけます。 

 

【開催概要】 

◆名 称：「こびとづかん」のなつやすみ ｉｎ 東京ドームシティ 

◆開催期間：２０１４年７月１９日（土）～８月３１日（日） [４４日間] 

◆開催時間：１０：００～１８：００ （受付終了は１７：００) 

◆場 所：東京ドームシティ（文京区後楽１－３－６１） 

◆定 休 日：なし 

◆Ｕ Ｒ Ｌ：http://kobitos.com/ja/event/tokyodomecity/ 

◆協   力：株式会社ロクリン社／DIRECTIONS／ 

アスミック・エース株式会社／uchouten商店 

 

 

東京ドームシティ アトラクションズ  

  所 在 地：文京区後楽１－３－６１ 

  営業時間：１０：００～２１：００ ※７月１９日（土）～８月３１日（日）は１０：００～２２：００ 

                               ※「こびとピクニック」の開催は１０：００～１８：００（受付終了は１７：００） 

  料    金：入園無料 

  ワンデーパスポート：大人（１８歳以上）３,９００円、シニア（６０歳以上）・中人（１２～１７歳）３,４００円、   

              小人（６～１１歳）２,１００円、幼児（３～５歳）１,３００円 

ナイト割引パスポート（１７時以降販売）：大人２,９００円、シニア・中人２,４００円 

  ※小人・幼児のナイト割引パスポートはありません。 

アトラクション単券 ４２０円～１,０３０円  

 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  

 

 

 

夏休みは東京ドームシティで“こびとさがし” 

 

高さ６ｍの巨大カクレモモジリやオリジナルメニューが登場！！ 
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昨年大人気だった“こびとさがし”ラリーゲームの「こびとピクニック」。今年は、こびとを「さがす」だけでなく「見つ

けて学ぶ」へとパワーアップしました。東京ドームシティのラクーアエリア、アトラクションズエリア、ミーツポートエリ

アに隠れている”こびと“を探し出し、クイズに答えていきます。各ポイントでスタンプやシールを集めて、自分だけ

の“こびとづかん”を完成させます。ゴールでは、オリジナルのこびと研究家認定シールがもらえます。 
 
＜こびとピクニック手順＞ 

①参加証を手に入れる  

アトラクションズチケットカウンターで、アトラクション乗り放題チケット「ワンデーパス 

ポート」を購入すると、バイキングゾーンのイベント受付ブースで、“こびとづかん”が 

もらえます。 

※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料金：大人（１８歳以上）３,９００円、 

                    シニア（６０歳以上）・中人（１２～１７歳）３,４００円、 

                    小人（６～１１歳）２,１００円、 

                    幼児（３～５歳）１,３００円 

 ※３歳未満でイベント参加希望のお客様には、イベント参加券（５００円）を販売します。 

 

   ②こびとを探す  

“こびとづかん”冊子内の「こびと目撃情報マップ」を頼りに、エリア内を探索しこびとを探します。こびとを見つけた

ら、スタンプを押してクイズに回答します。さらに、指定されたアトラクションに乗ってクイズに答えると、スタンプも

しくはシールをもらうことができます。 

※悪天候や機械整備、乗車規定などでアトラクションにご乗車いただけない場合は、各アトラクション入口でスタンプ・シールを 

  差し上げます。 

 

③こびとのオリジナルシールをもらう  

全１０問のクイズに答えたら、バイキングゾーンのイベント受付ブースにて 

「こびと研究家認定シール」がもらえます。“こびとづかん”にシールを 

貼り付ければ、“こびとづかん”の完成です。 

 

 

 

 

 

 

 

東京ドームシティ内に、こびとの記念撮影ポイント「顔出しパネル」を設置します。（全１０種類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【こびとづかん（イメージ）】 

【こびと研究家認定シール（イメージ）】 



 

 

期間中、今年も東京ドームシティ内の店舗にて、“こびと”のコラボメニュー

を展開します。昨年好評だったこびとのネイルアートやショートケーキに 

新たなメニューが加わり、イベントを更に盛り上げます。 

また、「こびとメニュー」をご購入のお客様にオリジナルステッカー（１商品 

につき１枚・全４種・数量限定）をプレゼントします。 

  ※「こびとネイル」はステッカープレゼントの対象外となります。 

 

◆ダッシングディバ 『こびとネイル』  

 カクレモモジリ、ホトケアカバネ、リトルハナガシラ、シボリオオチチを 

モチーフにした４種のネイルアート。 

 ◎料 金：各１本（アート料金）１,５００円 ※ベースカラー料金は別途 

 ◎場 所：ダッシングディバ 東京ドームシティ ラクーア店（ラクーア３F） 

 ◎営業時間：１１：００～２１：００ 

 

◆フェスタカフェ 『ベニキノコビトピラフシチュー』  

 ベニキノコビトのシチューをイメージした一皿。きのこたっぷりのピラフに 

シチューをかけています。 

 ◎価 格：６８０円 

 ◎場 所：フェスタカフェ（クリスタルアベニュー沿い） 

 ◎営業時間：１０：００～１９：００ 

 

◆フェスタカフェ『カクレモモジリが大好きな桃のタルト＆パンケーキ』 

 カクレモモジリが大好きな桃づくしのスイーツです。 

 ◎価 格：６８０円 

 ◎場 所：フェスタカフェ（クリスタルアベニュー沿い） 

 ◎営業時間：１０：００～１９：００ 

 

◆ベースボールカフェ 『カクレモモジリスイーツプレート』  

昨年も大人気だった、カクレモモジリをイメージしたかわいいスイーツ 

プレートがパワーアップ。数量限定で販売します。 

 ◎価 格：８８８円  ※数量限定 

 ◎場 所：ベースボールカフェ（クリスタルアベニュー沿い） 

 ◎営業時間：１１：３０～２２：３０（土日祝１１：００～） 

 

◆ゴールデンスプーン 『カクレモモジリＭＩＸ』  

やさしい甘みのピーチ味のソフトクリームに、パイナップルとストロベリー 

をトッピングしました。カクレモモジリをイメージした可愛いＭＩＸセットです。 

 ◎価 格：５８３円  ※１日２０個限定 

 ◎場 所：ゴールデンスプーン（ゴファン内） 

 ◎営業時間：１０：００～２１：００ 

【こびとネイル】 

【ベニキノコビトピラフシチュー】 

【カクレモモジリスイーツプレート】 

【カクレモモジリＭＩＸ】 

【カクレモモジリが大好きな桃のタルト＆パンケーキ】 

【オリジナルステッカー】 
（イメージ・全４種） 



◆バルコ『カクレモモジリのきもち』  

カクレモモジリが大好きな桃のピューレ入りババロアに、桃の 

コンポートやバニラアイスクリーム、イチゴソースを盛り合わせた 

楽しいワンプレートです。 

 ◎価 格：９１８円 ※１日１０皿限定 

 ◎場 所：バルコ（ミーツポート２F） 

 ◎営業時間：１１：００～２３：００ 

 

◆シェ・リュイ 『カクレモモジリパン』『クサマダラオオコビトパン』  

昨年好評だった「カクレモモジリパン」が、今年はカスタードクリーム 

でパワーアップしました。バニラビーンズ入りカスタードクリームを包ん 

だこだわりのふんわりパンです。また、今年は「クサマダラオオコビト 

パン」も登場。外見からは想像がつかない、絶品のレモンフロマージュ 

クリームパンです。 

 ◎価 格：カクレモモジリパン ２７０円  ※数量限定 

             クサマダラオオコビトパン ２７０円  ※数量限定 

 ◎場 所：シェ・リュイ（ミーツポート１F） 

 ◎営業時間：８：００～２２：００ 

 

◆ガーデンテラス『カクレモモジリショートケーキ』  

昨年大人気だったカクレモモジリをモチーフにした桃のショート 

ケーキが今年も登場します。アルコールを使用していないため、 

お子様でも安心してお召し上がりいただけます。 

 ◎価 格：６８０円 ※１日１０個限定 

 ◎場 所：ガーデンテラス（東京ドームホテル１F） 

 ◎営業時間：９：００～２０：００ 

 

 
 
ジオポリスＢ１Ｆでは、カクレモモジリの大冒険が楽しめる大型のからくり装置を展示します。カクレモモジリが 

 誤って桃と一緒に出荷されるまでのシーンを、連動する仕掛けによってダイナミックに再現します。お子さまだけ 

 でなく、大人の方にも楽しめるコンテンツです。※観覧には、「こびとピクニック」の参加が必要です。  

 ◎場 所：ジオポリスＢ１Ｆ  

 ◎時 間：１０：００～１８：００ 

 

 

 

 ８月１５日（金）～８月３１日（日）の期間には、高さ約６ｍの巨大カクレモモジリが東京ドームシティ アトラクション

ズ内に登場し、記念撮影スポットとしてお楽しみいただけます。 

 

 ◎期 間：２０１４年８月１５日（金）～８月３１日（日） 

 ◎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 

 

 

【カクレモモジリのきもち】 

【カクレモモジリショートケーキ】 

【カクレモモジリパン・クサマダラオオコビトパン】 

【カクレモモジリのきもち】 



 

東京ドームシティのキッズ施設「アソボ～ノ！」内のボールプールに水辺にすむこびとたちが隠れています。 

たくさんのカラーボールの中から、こびとのボールを探して楽しんでいただきます。 

また、館内のフレキシブルエリアでは、おえかきコーナー「いたらいいなこんなこびと」を開催します。 

「いたらいいなこんなこびと」の参加者には「ホトケアカバネサンバイザー」をプレゼントします。 

※ご利用には、「アソボ～ノ！」の入館料が必要です。  

 ◎アソボ～ノ！入館料：こども（６ヶ月～小学生）９３０円（６０分）[延長３０分毎 ４１０円] 

                    おとな（中学生以上）[入館料９３０円] 

                     ※中学生以上の方のみでの入館不可 

                     ※保護者（扶養者・または２０歳以上のそれに準ずる方）が必ずお子様（小学生以下）と一緒にご入館 

                       ください。 

 ◎営業時間：平日１０：００～１８：００／土日祝９：３０～１９：００ ※受付終了は閉館の７０分前 

 

 

黄色いビル４F「東京ドーム ローラースケートアリーナ」では、好きなこびとの「トウチンヘルメット」をかぶって、 

なりきりローラースケートを楽しむことができます。「トウチンヘルメット」は、カクレモモジリ、ホトケアカバネ、リトル

ハナガシラ、ベニキノコビトの４種類から選ぶことができます。館内では、１時間に一度こびとづかんの映像上映

や、音楽による演出も楽しめます。 

※ご利用には、「東京ドーム ローラースケートアリーナ」の入場料・貸靴代が必要です。「トウチンヘルメット」は貸出無料（数量限定）  

 ◎入場料（２時間）：こども（３才～小学生）平日８００円／土日祝１,０００円、 

              学生 平日１,０００円／土日祝１,２００円 

              一般 平日１,２００円／土日祝１,５００円 

                    ※レンタルシューズ５００円（スケート靴の持込可） 

                    ※滑走されない方も入場料（５００円）が必要です。 

                    ※同伴者は、お子様（小学生以下）1名につき大人１名 

 ◎営業時間：平日１１：００～２２：００／土１０：００～２２：００／日祝日１０：００～２１：００ 

 

 

 

 

 

７月１９日（土）～８月１０日（日）の期間に「こびとピクニック」に参加された方に、作者なばたとしたか氏のサイン

会応募用紙を差し上げます。参加ご希望の方は必要事項をご記入の上、専用の応募ボックスに投函していただ

きます。応募された方の中から抽選で１００名様にサイン会整理券を郵送にてお送りします。 
 

 ◎日 時：２０１４年８月２３日（土） １３：００～ 

 ◎場 所：ラクーア４Ｆ ＯＲＩＨＩＣＡ前 
 

【なばたとしたか氏プロフィール】 

 １９７７年石川県生まれ。 

 ２００２年に開催された『GEISAI-3』で毎日新聞スカウト賞受賞。以後、

書籍の挿絵やテレビ番組のキャラクターデザインも手がける。 

 ２００６年『こびとづかん』（長崎出版）を出版。現在までに関連書籍 

約２５０万部の大ヒットとなる。 撮影/黒澤義教 

【着用イメージ】 

【トウチンヘルメット】 



 

 ジオポリス１F「東京宝島」、ラクーア３Ｆ「SELF&SHELF LOFT」にて、『こびとづかん』のグッズを販売します。 

  

 

 

 

 

「こびとづかん」のなつやすみ ｉｎ 熱海後楽園ホテル  

 東京ドームシティだけではなく、熱海後楽園ホテル（静岡県熱海市和田浜南町１０－１）にもこびとたちが登場し

ます。ホテル館内に隠れたこびとを探す「こびとピクニック」を開催するほか、「こびとプール」が登場します。 
 
◎名 称：「こびとづかん」のなつやすみ ｉｎ 熱海後楽園ホテル 

◎開催期間：２０１４年７月１９日（土）～８月３１日（日） [４４日間] 

◎場 所：熱海後楽園ホテル館内、レジャープール 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.atamikorakuen.co.jp 

◎料 金：「こびとピクニック」参加料 ５００円（宿泊者は３００円） 

         「こびとプール」利用料 大人 １,５００円、小人 １,０００円 

                       （宿泊者は無料） 

◎協 力：ロクリン社、アスミック・エース、DIRECTIONS 

◎協 賛：(株)東京ドームマーチャンダイジング 

◎内 容：ホテル館内に隠れたこびとを探し出し、全員を見つけると「こびと研究家認定スタンプ」と「オリジナル 

         ステッカー」がもらえる「こびとピクニック」を開催します。 

         また、ホテル隣接の「レジャープール」がこびと仕様の「こびとプール」となり、水中に隠れたこびとを 

         泳ぎながら探すことができます。 
 

  

 

 

 

 

 

「みんなはコビトを見たことがありますか？」で始まる、なばた 

としたか原作の絵本『こびとづかん』。シリーズの絵本や研究書で 

は、自然の中で人知れず生活している不思議な生き物“こびと”の 

目撃情報や生態、捕まえ方などが描かれています。一度読めば 

不思議と引きつけられてしまうこびとの世界。今や子どもから大人 

まで日本中で大人気の絵本シリーズです。 

（シリーズ累計２７０万部／２０１４年６月現在） 

◆『こびとづかん』公式サイト ： http://kobitos.com/  

 

 

 

 

 

「こびとづかん」とは？ 

©Toshitaka Nabata 

◆東京宝島  

◎場 所：ジオポリス１F 

◎営業時間：１０：３０～２１：００ 

◆SELF&SHELF LOFT  

◎場 所：ラクーア３Ｆ 

◎営業時間：１１：００～２１：００ 

「こびとづかん」のなつやすみ ｉｎ 熱海後楽園ホテルに関するお問い合せ先： 

熱海後楽園ホテル（予約センター） ＴＥＬ．０５５７－８１－００４１ 

 


