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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』                               

２０１４年１１月６日（木）～２０１５年２月１５日（日）までの期間、東京ドームシティ全域（約１３万㎡）で、『東京

ドームシティ ウィンターイルミネーション』を開催します。 

今回は、「光のプロムナード（散歩道）」をテーマに、過去最大規模の約

２２０万球のＬＥＤを使用して、楽しく、ワクワクするようなイルミネーション

を展開します。なかでも、ウルトラマンと宇宙をイメージしたイルミネー 

ション「ウルトラマンロード」は、お子様も喜ぶ楽しい空間としてクリスタル

アベニューを彩ります。 

東京ドームシティならではの、綺麗で、楽しいイルミネーション散歩をお

楽しみいただけます。 

◎期 間：２０１４年１１月６日（木）～２０１５年２月１５日（日） 

◎点灯時間：１７：００～２５：００ ※都合により変更になる場合があります 

◎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 

★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」、全長１４０ｍの光の回廊「ミルキーウェイ」、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」など、見どころが凝縮しています。そのほかにも、樹木に色鮮やかなＬＥＤを 

装飾した「ウィッシングフォレスト」、「ジュエリーツリー」が登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イルミネーション＆クリスマス情報 

ウルトラマンロード （イメージ）   ©円谷プロ 

ギャラクシードーム(イメージ) ルミナスドロップ(イメージ) 

ジュエリーツリー（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) 
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  ★クリスタルアベニュー 

黄色いビルに今夏オープンした「宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テン 

キュー）」の企画展示室にて開催中の第２回企画展で、ウルトラ 

マンをテーマにしていることから、イルミネーションでのコラボレー 

ション「ウルトラマンロード～ＴｅＮＱ×ウルトラマン～」が実現しま 

した。ウルトラマンと宇宙をイメージしたイルミネーションが、お子 

様も喜ぶ楽しい空間として、クリスタルアベニューに出現します。 

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」が登場します。 

 

 

★アトラクションズエリア 

バイキングゾーンには、フォトスポットとして最適な、高さ６ｍの「デコ 

レーションツリー」を設置します。イルミネーション開始からクリスマスま 

でと、クリスマス以降（１２月２６日）からバレンタインデーにかけて装飾を 

変更する予定です。 

また、スプラッシュガーデンには昨年好評だった万華鏡の世界観を演 

出する、高さ２．５ｍ、幅２．８ｍのモニュメント「カレイドスコピックダイス」、

内側外側ともにハーフミラー構造で中からは無限鏡、外からは透明感の

ある、高さ約３ｍの不思議な箱のオブジェの「ミラーキューブ」も登場しま

す。 

 

 

 

 

★ミーツポートエリア 

ミーツポートガーデンでは、蛍光体のアートにブラックライトを 

照射した、独特のイルミネーション「ファンタジー コスモス」が 

空間を演出します。 

ＬＥＤの光とは違い、オブジェからほのかに放たれる光の集合 

体が、ポップでありながらエレガントな空間を作り、まるで別世界 

に引き込まれたような気分にさせてくれます。 

 

 

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、全体で約２２０万球の電球を使用 

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 

 

 

ファンタジー コスモス(イメージ) 

ウルトラマンロード(イメージ)  ©円谷プロ 

デコレーションツリー(イメージ) 
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◆東京ドームシティ アトラクションズ『ハッピークリスマス２０１４』                                 

東京ドームシティ アトラクションズでは「ハッピークリスマス２０１４」と題し、期間限定でスペシャルチケットの 

販売やアトラクションの演出など、カップルの仲がより深まる様々な企画を用意します。 

 

◎期 間：２０１４年１１月６日（木）～１２月２５日（木）※企画により一部異なります。 

◎営業時間：１１：００～２１：００ ※土日祝は１０：００開園、１２／２３（火・祝）～２５（木）は２２：００閉園 

※アトラクションにより異なる場合あり 

◎内   容：期間限定チケットの販売やアトラクションの特別演出など、カップルの仲がより深まる様々な演 

出を施します。 

 

スペシャルチケット   

★クリスマスパスポート 

１７：００以降、アトラクションが乗り放題で、「光るペンダント」が付いた

チケットを販売します。 

【料 金】大人（１８歳以上）２,９００円、中人（１２～１７歳）２,４００円 

【販売期間】１１月６日（木）～１２月２５日（木）の１７：００以降 

 

★ビッグ・オー スキップパス 

クリスマスシーズンに混雑する大観覧車「ビッグ・オー」に、待たずに

乗車することができるスペシャルチケット「ビッグ・オー スキップパス」を、

枚数限定で販売します。 

【料 金】１ゴンドラ １,０００円（４名様まで） 

【対象日時】１２月２３日（火・祝）～２５日（木） 

１７：００～２１：３０（３０分単位で販売） 

【前 売 券】１１月１日（土）より、ラクーアチケットカウンターにて販売 
※所定販売枚数に達した時点で、販売終了。完売していない場合のみ当日券を販売。 

 

また、１２月２６日（金）～２０１５年２月１５日（日）までの期間、１７：００以降にお好きなアトラクション３つに乗車

できる「イルミライド３」を１,６００円で販売します。 

 

期間限定「アトラクションの特別演出」 ※記載のないものは、１１月６日（木）～１２月２５日（木）の期間実施 

★大観覧車「ビッグ・オー」 

一部のゴンドラがクリスマス仕様の「Ｌｏｖｅ Ｌｏｖｅ キャビン」となり特別な空間を演出するほか、備付の音楽 

プレーヤーにカップルの距離をさらに近づけるスペシャルプログラムをご用意します。また、１２月２０日（土）～ 

１２月２５日（木）に限り、乗車前に「ハグ」をしていただいたお客様に、より夜景を楽しんでいただけるグッズの 

貸し出しを行うイベント「もっとハグしよう」を開催します。 
※「Ｌｏｖｅ Ｌｏｖｅ キャビン」と「もっとハグしよう」は、１７：００以降のみの実施 

 

★ウォーターシンフォニー Ｘｍａｓバージョン 

誰もが親しみのあるクリスマスの名曲にとともに、光と水がシンクロした 

特別プログラムをお楽しみいただけます。 

【実施時間】１１：００/１３：３０/１６：００/１８：３０/２０：００/２１：３０ 
※強風などにより休止する場合があります 

 

★ピクシーカップ 

幻想的な装飾を施した期間限定「クリスマスカップ」が登場。乗車しなが 

らの自撮りもお楽しみいただけます。  ※１７：００以降のみの実施 

 

★スカイフラワー 

１２月２０日（土）～１２月２５日（木）の期間、ご乗車のお客様にお渡しするメッセージカードに願い事を記入し 

ていただき、ツリーに飾っていただく「フラワーに願いを」を実施します。 ※１７：００以降のみの実施 

 

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 

ウォーターシンフォニー 

ビッグ･オー 
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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、２０１４年１１月６日（木）～１２月２５日（木）の期間、巨大クリスマスツリーや華やかな光のイル

ミネーションでクリスマスを盛り上げるほか、期間限定でラクーアに雪を降らせ幻想的な演出でクリスマスをお

楽しみいただけます。また、一部店舗では時間を延長して営業します。 
 

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。 
 

・クリスマスチャリティーガチャガチャ  [場所：ラクーア２Ｆ] 

   期間中、クリスマスオーナメントの入ったオリジナルガチャガチャ（１回１００円） 

 が登場します。なお、売上はＷＷＦジャパン（公益財団法人世界自然保護基金 

ジャパン） へ寄付されます。 
 

・ラクーアに雪が降る！  [場所：ラクーア１Ｆ イベント広場] 

１２月１９日（金）～２５日（木）の７日間、ラクーア１Ｆ イベント広場に雪を降ら

せるイベントを開催します。 

◎日  時：２０１４年１２月１９日（金）～２５日（木） 

１７：００～／１８：００～／１９：００～／２０：００～／２１：００～ 各１５分 

※天候によりイベントを中止、または開始時間を変更する場合があります 
 

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 

 

◆ベースボールカフェ『ＨＡＰＰＹ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ２０１４』                                 

ボールパークをテーマにした雰囲気たっぷりのレストラン「ベースボールカフェ」では、２０１４年１２月１日

（月）～１２月２５日（木）まで『ＨＡＰＰＹ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ２０１４』を開催し、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、全６品のコースメニュー“クリスマススペシャルセット”をご用意します。 

※クリスマススペシャルセットには、「東京ドームシティ アトラクションズ」のアトラクション１回券が２枚付きます 

 

主なクリスマスメニュー  販売期間：１２月１日（月）～２５日（木） 

・ホワイトクリスマスツリーサラダ（９８０円） 

ブロッコリーのクリスマスツリーが星降るホワイトクリスマスを連想させるサラ 

ダです。スタッフがその場でチーズの雪を降り積もらせる演出もあります。 
 

・ビーフシチューバケット（１,５２０円） 

ベースボールカフェのクリスマス定番の人気メニューです。バケットの器から 

あふれんばかりの具だくさんのビーフシチューでお腹も大満足です。 
 

・クリスマススペシャルセット（７,００１円） 

クリスマス期間限定、全６品のスペシャルセット。ホワイトクリスマスツリーサラダをはじめ、ロブスター、蟹

などの素材を使用したカップルでも、ファミリーでも楽しめる美味しいセットです。また、「東京ドームシティ ア

トラクションズ」のアトラクション１回券２枚が付いた、大変お得なセットとなっています。   

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、２０１４年１１月６日（木）～１２月２５日（木）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２０日（土）～１２月

２５日（木）の間、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 

２０１４年１１月６日（木）～１２月２５日（木）の期間、１階ロビーに赤を基調にした高さ

６ｍ、約６,０００個のＬＥＤとオーナメントで彩られたクリスマスツリーが登場します。華や

かで豪華な輝きがお客様をお迎えします。 
 

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 ２０１４” 

  ４２Ｆ「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、鎌田総料理長に 

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：２０１４年１２月２３日（火・祝） １８：００～／１８：３０～ 

１２月２４日（水）   １８：３０～／１９：００～ 

◎場  所：スカイバンケット（４２Ｆ） 

◎料  金：お一人様１７,２８０円（サービス料別・要予約） 

≪メニュー例≫ ※ファーストドリンク付き 

       ・毛蟹とアボカドのミルフィーユ仕立て 柑橘の香り 

       ・フォワグラのポワレ アーモンドちらしハニービネガーとオレンジの 

カラメリゼ 赤肉メロンとカリソン添え 

・蝦夷鮑のムニエール２０１４年作                  など 

◎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 

※１１／４（火）１１：００～予約受付開始 
 

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、シェフおすすめのディナーコース「Menu de Noël」で特別なクリ 

スマスの夜をお過ごしいただけます。 

◎日  時：２０１４年１２月２０日（土）、２１日（日）、２３日（火・祝） １７：００～２３：００（Ｌ.Ｏ. ２１：００） 

１２月２２日（月）、２４日（水）、２５日（木）    １８：００～２３：００（Ｌ.Ｏ. ２１：００） 

         ※２時間制 

◎料  金：「Menu de Noël」 お一人様 １７,２８０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１８,３６０円（サービス料別・要予約） 

■ダイニング「ドゥ ミル」（６Ｆ） 

和牛やラングスティーヌ、トリュフなどを贅沢に使用したフランス料理をお楽しみいただけます。 

◎日  時：２０１４年１２月２０日（土）～２５日（木） １７：００～２２：００（Ｌ.Ｏ. ２１：００） 

◎料  金：「Menu de Brillant」 お一人様 １６,２００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・スイーツなどの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：２０１４年１２月２０日（土）～２５日（木） １７：００～２１：３０（ラストイン２１：００） ※１２０分制 

◎料  金：「クリスマススーパーディナーブッフェ」 ※ソフトドリンクバー付き 

お一人様 ５,９４０円  お子様（４歳～小学生） ２,４８４円  シニア（６５歳以上） ５,４００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 
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◆ 『妖怪ウォッチ ぐるぐる冒険隊 ｉｎ 東京ドームシティ』                           

２０１４年１１月１日（土）～２０１５年１月１２日（月・祝）の期間、現在お子様を中心に幅広い世代で大人気の

「妖怪ウォッチ」の世界を体感できる「妖怪ウォッチ ぐるぐる冒険隊 ｉｎ 東京ドームシティ」を開催します。 

イベント特製の「妖怪ウォッチ」を手に、東京ドームシティ アトラクションズ内に設置されたポイントを巡って、

妖怪たちを集めていくラリーイベント「ぐるぐる冒険隊」を中心に、人気の妖怪“ジバニャン”や“コマさん”と記念

撮影ができるフォトスポットなど妖怪ウォッチの世界をお楽しみいただけます。 

 

◎名 称：妖怪ウォッチぐるぐる冒険隊 ｉｎ 東京ドームシティ 

◎期 間：２０１４年１１月１日（土）～２０１５年１月１２日（月・祝） 

◎時 間：１１：００～１８：００ 

      ※１７：００受付終了 

      ※期間中の土日祝日と１２/２９（月）～１/７（水）の期間は１０：００～ 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ、ラクーアなど 

◎料 金：「ぐるぐる冒険隊」参加料 １,０００円   

           ※ワンデーパスポート購入の場合は６００円 

◎定 休 日：なし 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://at-raku.com/youkai/ 

◎内 容： 

   ★ぐるぐる冒険隊  

    スタート地点で渡されるイベント特製の「妖怪ウォッチ」を手に、東京ドームシティ アトラクションズ内 

   各所に設置されたポイントを巡るラリーイベント。 

    ラリーポイントには１８種類の妖怪たちが隠れていて、それぞれのポイントでイベント特製の「妖怪 

ウォッチ」をかざすと、妖怪を集めることができます。 

    集めた妖怪たちはゴール地点で特製シートにプリントされ、持ち帰ることができます。 

 

   ★フォトスポット  

    東京ドームシティ内各所（全５か所）に、キャラクターフォトパネルを設置し、“ジバニャン”、“コマさん”、 

   “ウィスパー”といった人気の妖怪たちと一緒に記念写真を撮影することができます。 

 

ほか、飲食店舗でのイベント限定オリジナルメニューや妖怪ウォッチグッズの販売も予定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ファミリーイベント情報 

©LEVEL-5/映画「妖怪ウォッチ」プロジェクト 2014 

【イベント特製 妖怪ウォッチ（イメージ）】 【フォトスポット（イメージ）】 
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◆烈車戦隊トッキュウジャーショー シリーズ第４弾  

                     『俺が烈車になる！ハイパートッキュウ１号 出発進行！！』                                

シアターＧロッソでは、スーパー戦隊シリーズ３８作目となる「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４弾を、２０１５年１月４日（日）まで開催しています。 

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「シャドーライン」との戦いをシアターＧロッソで繰り広げます。 
  また、１月２日（金）～４日（日）の３日間（各日４回公演）は通常公演に加え、 
テレビ出演俳優による舞台挨拶も実施します。 
 

◎名 称：烈車戦隊トッキュウジャーショー シリーズ第４弾 
『俺が烈車になる！ハイパートッキュウ１号 出発進行！！』 

◎期 間：２０１４年１０月４日（土）～２０１５年１月４日（日）の土日祝日 

※１２／２７（土）～１／４（日）の期間は毎日公演 

※１１／１（土）・２（日）、１２／６（土）・７（日）・１４（日）・２１（日）は特別公演 

◎公演時間：約３０分 ※開演時間は日程により異なります 
◎場 所：シアターＧロッソ 
◎料 金：通常公演 １,５００円（３歳以上） 
         通常公演＋舞台挨拶 １,７００円（３歳以上） 

※１月２日（金）～４日（日）の３日間・計１２公演が対象 

※舞台挨拶出演者は日程により異なります 

※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：シアターＧロッソに、氷を自在に操るシャドー怪人が襲来！ 
子供達を救うべく駆けつけたトッキュウジャーだったが、シャドー怪人の能力に大苦戦！ 

          さらに！闇の皇帝・ゼットまでもが、トッキュウジャーのキラキラを求めて現れる！！ 
          大ピンチの中、ハイパーレッシャーがトッキュウジャーと会場の子供達に奇跡を！？ 
          シャドーラインの野望を打ち砕けるか！？ 

 
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 

 
◆『アソボ～ノ！キッズチャレンジ』                                         

屋内型キッズ施設「ＡＳＯＢｏｎｏ
ア ソ ボ ー ノ

！」では、気軽に参加できる運動能力チェックイベント「アソボ～ノ！キッズチャ 

レンジ」を開催します。年４回実施され毎回好評の本イベントは、未就学児を中心とする３～５歳前後のお子様 
を対象としており、スポーツクラブのインストラクター経験のあるスタッフたちが考案したプログラムで、楽しみな 
がら基礎的な運動能力をチェックできます。 
 

◎名 称：アソボ～ノ！キッズチャレンジ 
◎期 間：２０１５年１月１３日（火）～１６日（金） 
◎時 間：１３：００～１６：００  

※所要時間は約２０分、定員に達し次第受付終了 

◎場 所：東京ドームシティ 「ＡＳＯＢｏｎｏ
ア ソ ボ ー ノ

！」内 フレキシブルエリア 

◎料 金：イベント参加無料 ※アソボ～ノ！入館料は別途必要 
◎内 容：跳んだり、投げたり、転がったりという“遊びの動き”の 

中から運動能力をチェックできるプログラムに挑戦して 
もらいます。測定結果はスタッフからの運動能力向上に 
関するアドバイスが記載された専用シートに記入して 
お渡しします。  

【施設概要】 
 ■営業時間：平日 １０：００～１８：００ 土日祝 ９：３０～１９：００ ※最終受付は閉館７０分前 

■入 館 料：こども（６ヶ月～小学生） ６０分 ９３０円 ※以降３０分毎に４１０円 

おとな（中学生以上） 終日 ９３０円 
 
お客様からのお問い合わせ先：アソボ～ノ！ ＴＥＬ．０３－３８１７－６１１２ 

©2014 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 
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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、２０１４年１２月２６日（金）～２０１５年１月７日（水）の期間、『お正月だよ！ウルトラマン 

全員集合！！』を開催します。６年連続の開催となる今回は、日本のお正月に

ちなんだ展示をはじめ、「ウルトラ音頭」や「ウルトラこども神輿」などの来場者

参加型の演目を実施し、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迫力のライブショーがご覧いただけます。 

 

◎期 間：２０１４年１２月２６日（金）～２０１５年１月７日（水） 

◎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： 

 

 

 

  

※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やウルトラマンビクトリーなどウルトラヒーローたちが、熱い戦いを繰り広げます。 

●出演ヒーロー（予定）：ウルトラマンギンガ、ウルトラマンビクトリー ほか 

●座 席 数：約７００席／指定席約３００席 ※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月２６日（金）、３１日（水）、１月１日（木・祝）、６日（火）、７日（水）  

①１０：３０～ ②１２：００～ ③１３：３０～ ④１５：００～ 

【５回公演日】１２月２７日（土）～３０日（火）、１月５日（月）  

①１０：３０～ ②１１：３０～ ③１２：３０～ ④１４：００～ ⑤１５：００～ 

【６回公演日】１月２日（金）～４日（日）  

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、スペシャルゲストの出演も予定しています。 
 

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、日本のお正月文化や「こま」・「けん玉」など和の遊びを、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活動支援に使われます(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 （１２/２５まで） １,７００円 １,１００円 

バトルステージ指定席付 ２,２００円 １,６００円 

当日 
入場券 （開催期間中） １,９００円 １,３００円 

バトルステージ指定席付  ２,４００円 １,８００円 

 ©円谷プロ 
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◆東京ドームホテル 特別企画『ウルトラヒーロー クリスマスファミリーブッフェ ２０１４』               

東京ドームホテルでは、２０１４年１２月２３日（火・祝）に、ヒーローショーと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 ２０１４」を開催します。 

最新ヒーローのウルトラマンビクトリー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、『ウルトラマンギンガ』で主人公・礼堂ヒカル役を演じる根

岸拓哉さんの出演や、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 

コンサートなどがお楽しみいただけます。 
 

◎日   時：２０１４年１２月２３日（火・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 

※２歳以下のお子様でも座席を利用する場合は有料 

※お子様券にはウルトラヒーローとの写真撮影券、お土産付き 

◎内   容：着席ブッフェ（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ストリウム・ウルトラマンビクトリー他）、根岸拓哉さん出演、 

ボイジャーミニコンサート、ウルトラヒーローとの写真撮影会とお土産付き（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 ２０１４－２０１５』                      

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ストリウムまたはウルトラマンギンガがお客様

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：２０１４年１２月２５日（木）～２０１５年１月７日（水） 

※１２／３１（水）は除く 

◎料   金：１泊１室料金  ４２,０００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（第１部 １８：３０～１９：１０、第２部 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 

１２／２５（木）、２６（金） ウルトラマンギンガストリウム 

１２／２７（土）～３０（火）、１／１（木・祝）～７（水） ウルトラマンギンガ  

※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分間です  

        ・「東京ドームシティ アトラクションズ」のアトラクション１回券付き（お一人様２回分） 

        ・ご朝食付き 
 

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） 

©円谷プロ 
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◆『ふるさと祭り東京２０１５－日本のまつり・故郷の味－』                                 

東京ドームでは、『ふるさと祭り東京２０１５－日本のまつり・故郷の味－』を、２０１５年１月９日（金）～１８日 

（日）の１０日間開催します。今回は、日本屈指の夏祭り「青森ねぶた祭」から大迫力のねぶたが登場し、ドーム 

内を練り歩き、１００人の男衆が高さ１５ｍの「奉燈(ほうとう)」を威勢良く担ぎ上げる「石崎奉燈祭」（石川県七尾 

市）が初登場するなど、各地に伝わるお祭りがステージを彩ります。 

人気コーナー「全国ご当地どんぶり選手権」では、９月に開催した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どんぶりに挑みます。 

また、前回「スペシャルフライデーナイト」として金曜日に開催した２１：００までの延長営業が平日の仕事帰り 

に立ち寄ったサラリーマン・ＯＬに大好評だったため、今回は水曜日も２１：００まで営業を延長、「スペシャルフ 

ライデーナイト」（１月９日・１６日）に加え、１月１４日（水）には「女子が嬉しいはっぴーあわー」と題し、女性限定 

のイベントや特典を盛り込んだ 特別企画を多数ご用意します。 

 

◎名 称：ふるさと祭り東京２０１５－日本のまつり・故郷の味－ 

◎期 間：２０１５年１月９日（金）～１８日（日） 

１月９日（金） １１：００～２１：００ 

１月１０日（土）～１２日（月・祝） １０：００～２０：００ 

１月１３日（火） １０：００～１９：００ 

１月１４日（水） １０：００～２１：００ 

１月１５日（木） １０：００～１９：００ 

１月１６日（金） １０：００～２１：００ 

１月１７日（土） １０：００～２０：００ 

１月１８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       １,６００円（前売券 １,４００円） 

特別観覧席付前売入場券  ２,１００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６回全国ご当地どんぶり選手権 

６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。 

予選会を勝ち抜いた１０どんぶりと前回上位のシードどんぶりが、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 

●前回グランプリ（シードどんぶり） 

【米沢牛ステーキ丼】 
米沢琥珀堂（山形県） 

 
●殿堂入りどんぶり（殿丼） 

【うにめし丼】 
食堂丸善（北海道） 
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●ふるさとの祭り 

  跳人（はねと）が「ラッセラー」の掛け声とともに演舞する中、勇壮 

 な山車を豪快に曳き回す日本屈指の祭典「青森ねぶた祭」や高さ 

 １５ｍもある巨大な「奉燈」を１００人の男衆が担ぎ上げる迫力の 

 「石崎奉燈祭」（石川県七尾市）、三線の音色と迫力ある太鼓のリズ 

 ムで魅了する「沖縄全島エイサーまつり」（沖縄市）など、全国各地、 

色とりどり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（１月９日・１６日）、女子が嬉しいはっぴーあわー（１月１４日） 

開催期間中の金曜日（１月９日・１６日）は前回に引き続き「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。 

さらに今回は、水曜日（１月１４日）も２１：００まで開催し、「女子が嬉しいはっぴーあわー」と題して、 

各地のゆるキャラ®や華やかな全国のミス・観光大使が集合するスペシャルステージのほか、「女子限定 

   はっぴープレゼント」など、女性だけのイベントや特典を盛り込んだ企画を展開します。 

 

  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。 

 

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 

 

◆『第１４回東京国際キルトフェスティバル－布と針と糸の祭典－』                              

毎年、来場者が２０万人を超え、累計で３３０万人に迫る日本最大のキルトの祭典が、２０１５年１月２２日 

（木）から２８日（水）の期間、東京ドームで開催されます。 

今回の特別企画は「キルトでつづる大草原の小さな家」です。アメリカの 

テレビドラマ「大草原の小さな家」が日本で放送されたのは１９７５年。西部 

開拓に向かう一家を描いた物語には、たくさんのキルトが登場し、日本の 

キルトブームのきっかけを作ったと言われています。会場には、幌馬車や 

開拓小屋などを再現し、数々のキルトで物語の世界を彩ります。 

この他にもハワイアンキルトの第一人者キャシー中島さんの特集や、 

親子で楽しむ「絵本きると」のコーナーなど、幅広い客層の方々に楽しんで 

いただける内容となっています。 

 

◎名 称：第１４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、ＮＨＫ出版、ＮＨＫ文化センター 

◎期 間：２０１５年１月２２日（木）～２８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 １,９００円／当日券 ２,１００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/ 

 

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 

【青森ねぶた祭】 

 

２０１５年イメージキルト制作：鷲沢玲子 
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◆スパ ラクーア                                                   

この冬、スパ ラクーアでは、スパ入館料と館内にあるレストランの 

期間限定メニューをセットにした『忘新年会プラン』と、幅広い世代に 

人気の癒し系キャラクター「リラックマ」とコラボレーションしたイベント 

を開催します。 

 
 

忘新年会プラン 

２０１４年１１月１２日（水）～２０１５年１月３１日（土）の期間、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「忘新年会プラン」を実施します。豪華な鯛姿盛りとやさしい出汁 

が自慢の京風おでんが楽しめる冬の味満載のコースをはじめ、選べる鍋に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つのコースを提供します。 
 

◎名   称：スパ ラクーア「忘新年会プラン」 

◎期   間：２０１４年１１月１２日（水）～２０１５年１月３１日（土）   

◎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 

    ●京風おでんと冬の特選大皿 
盛り込みコース「うたげ」 ７,０００円 ［全７品］（４～４６名様･２時間制）  
前菜九種盛り／鯛姿盛りと鮮魚いろいろ／京風おでん／焼き八寸／ 

散し寿司／一口うどん／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   

●「選べる鍋プラン」 豆乳海鮮鍋 ５,５００円／丸ごと鶏鍋 ５,８００円 ［全６品］（２～１５名様･２時間制） 
生春巻き盛り合わせ（海老と豚肉、サーモンとアボカド など）／豚肉のスパイシーハーブサラダ 

温菜盛り合わせ（サテ３種 など）／選べる鍋（豆乳海鮮鍋または丸ごと鶏鍋）／ 

〆のご飯（雑炊または中華麺）／ホットバナナチェー 

 

スパ ラクーア×リラックマ コラボイベント 

２０１４年１２月１日（月）～２０１５年１月３１日（土）の期間、癒し系キャラクター「リラックマ」とコラボレー 

ションしたさまざまなイベントを開催します。 
 

◎期   間：２０１４年１２月１日（月）～２０１５年１月３１日（土）   

◎主な内容： 
■リラックマのんびり入館プラン <３,４００円>   

   スパ入館料に限定リラックマぶらさげぬいぐるみが付いてくる 
特別入館プランです。 

   ※通常のスパ入館料はお一人様２,６３４円 

※フロント（ラクーアビル６Ｆ）で受付、予約不可 

   ※数量限定 

 

■スパ ラクーア限定ぬいぐるみ販売 
   温泉に入った、「リラックマ」・「コリラックマ」・「キイロイトリ」の限定ぬいぐるみ（各２,３００円）を 

販売します。 
   ※スパ ラクーア館内５Ｆのインフォメーションとショップで販売 

※数量限定 

 

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 

京風おでんと冬の特選大皿盛り込みコース 
「うたげ」イメージ 

 

その他 
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◆『ＴｅＮＱ（テンキュー）×ウルトラマン 企画展～宇宙怪獣から読み取るメッセージ～』         

今夏オープンした宇宙ミュージアム「ＴｅＮＱ（テンキュー）」では、２０１５年２月１５日（日）までの期間、企画展 

示室にて第２弾の企画展『ＴｅＮＱ×ウルトラマン 企画展～宇宙怪獣から読み取るメッセージ～』を開催中です。

宇宙というテーマから想像して生まれたカルチャー「ウルトラマン」に焦点をあて、宇宙 

怪獣のストーリーによって発せられたメッセージをもとに、宇宙における私たち人類の 

立ち位置やあり方について、想像を膨らませるような展示を行っています。 

 

◎名 称：『ＴｅＮＱ×ウルトラマン 企画展 

～宇宙怪獣から読み取るメッセージ～』 

◎期 間：２０１４年１０月９日（木）～２０１５年２月１５日（日） 

◎営業時間：平日 １１：００～２１：００ 土日祝・特定日 １０：００～２１：００ 

※最終入館２０：００ 

◎場 所：宇宙ミュージアム「ＴｅＮＱ」企画展示室（黄色いビル６Ｆ） 

◎ＴｅＮＱ入館料：一般１,８００円、大学生/高校生/専門学校生１,５００円、 

中学生/小学生/未就学児（４歳以上）１,２００円、シニア（６５歳以上）１,２００円 

※年中無休、特定日はＧＷおよび春夏冬休み、など。１２／２２（月）～１／７（水）は特定日です。 

※日時指定の事前購入制 

※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 

◎展示内容：初代ウルトラマンの中から、「宇宙忍者 バルタン星人」、「凶悪宇宙人 ザラブ星人」、 

「棲星怪人 ジャミラ」、「三面怪人 ダダ」、「悪質宇宙人 メフィラス星人」、「宇宙恐竜ゼットン」 

らが出てくるストーリーを取り上げ、グラフィックやジオラマで表現します。 
 

お客様からのお問い合わせ先：宇宙ミュージアム「ＴｅＮＱ（テンキュー）」 ＴＥＬ．０３－３８１４－０１０９ 

 

◆野球殿堂博物館 企画展『日本野球ポスター展２０１４』                                           

（公財）野球殿堂博物館では、２０１４年１２月２日（火）～２０１５ 

年１月２５日（日）まで、企画展『日本野球ポスター展２０１４』を開 

催します。日本野球機構、全日本野球協会のご協力により、 

２０１４年に製作されたプロ野球・アマチュア野球のポスターを展

示し、２０１４年の日本野球界の出来事を振り返ります。また、会

場では「日本野球ポスター２０１４総選挙」と題して、出品されたポ

スターの人気投票も実施する予定です。 

 

◎名 称：企画展『日本野球ポスター展２０１４』 

◎期 間：２０１４年１２月２日（火）～２０１５年１月２５日（日）まで 

◎協   力：一般社団法人 日本野球機構、一般財団法人 全日本野球協会 

◎場 所：野球殿堂博物館 企画展示室 

◎入 館 料：大人６００円、高・大学生４００円、小・中学生２００円、６５歳以上４００円 

◎開館時間：１０：００～１７：００ （１０月～２月） 

※入館は閉館時間の３０分前まで 

◎休 館 日：月曜日、年末年始（１２月２９日～１月１日）  

 ※祝日・東京ドーム野球開催日・春・夏休み期間中は開館 
 

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 

©円谷プロ 
 

昨年開催時の様子 

 



  

 

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１０月３０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 プリズムホール ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ ＴｅＮＱ（テンキュー） 

 


