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※本ニュースレターはメールでも配信しています。メール配信をご希望の方は東京ドーム ＰＲグループまでご一報ください。 

※本資料に記載の価格は全て消費税込です。 
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◆「手裏剣戦隊ニンニンジャーショー」 シリーズ第１弾  

                   『手裏剣戦隊ニンニンジャー シアターＧロッソに現る！！』                                              

スーパー戦隊シリーズ３９作目となる新ヒーロー「手裏剣戦隊ニンニンジャー」（テレビ朝日系列）のヒーロー 

ショー第１弾を、２０１５年３月１４日（土）より｢シアターＧロッソ｣にて開催します。 

  「ラストニンジャ」の血を引く５人の若者「手裏剣戦隊ニンニンジャー」が、戦国時代最凶最悪の武将「牙鬼幻

月（きばおにげんげつ）」率いる「牙鬼軍団」の妖怪たちとの戦いを、シアターＧロッソで繰り広げます。 

 

◎名 称：手裏剣戦隊ニンニンジャーショー シリーズ第１弾 

『手裏剣戦隊ニンニンジャー シアターＧロッソに現る！！』 

◎期 間：２０１５年３月１４日（土）～４月１９日（日）の土日祝日 

※３／２１（土・祝）～４／５（日）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） 

◎前売券販売：Ｕ Ｒ Ｌ：http://eplus.jp/hero/ 

Ｔ Ｅ Ｌ：０５７０－０６－９９１５（自動音声） 

◎当日券販売：Ｇロッソチケットカウンターにて販売 

※前売で完売の場合は当日券販売なし 

◎あ ら す じ：忍ぶどころか暴れるぜ！明るく！強い！最強のニンジャがＧロッソに参上！ 

かつて戦国の世に最凶最悪と恐れられた「牙鬼幻月」が蘇ろうとしていた。 

「牙鬼幻月」率いる「牙鬼軍団」の「十六夜九衞門（いざよいきゅうえもん）」は人々の「恐れ」を 

集めるため、Ｇロッソに邪悪な妖怪を連れて襲い来る。 

妖怪に立ち向かうは、かつて牙鬼幻月を封印したと言われる「ラストニンジャ」の孫５人。 

忍シュリケンでシュリケン変化！ 

「忍びなれども忍ばない！手裏剣戦隊ニンニンジャー！」 

「シュリケン忍法」を駆使し牙鬼軍団の野望を打ち砕くことができるのか！？ 

いまＧロッソで史上最大のニンジャバトルが始まる！ 

 

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 

 

 

 

 

©2015 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

東京ドームシティ アトラクションズ 
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◆手裏剣戦隊ニンニンジャー「ヒーローメニュー」                               

東京ドームシティ内の「フェスタカフェ」・「ホットドッグスタンド」では

「手裏剣戦隊ニンニンジャーショー第１弾」がスタートする３月１４日

（土）より、手裏剣戦隊ニンニンジャー人形付きの「ヒーローセット」や

「パンケーキセット」など、「ヒーローメニュー」を販売します。 

 

 

◎人形付きヒーローメニュー 

  ★フェスタカフェ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ★ホットドッグスタンド  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※店舗・メニューにより、人形の色は異なります 

 

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 
 

◆「ニンニンランド」オープン                                                   

東京ドームシティ アトラクションズのジオポリスＢ１Ｆに、「手裏剣戦隊ニンニンジャー」をテーマにしたアトラク

ション、「ニンニンランド」がオープンします。 

“くぐり抜けの術”・“空飛びの術”・“忍びの術”・“対決の場”が体験できる「忍術コーナー」や「ソフト積み木 

コーナー」、ニンニンジャーのグッズが揃う「プレイコーナー」など４つのエリアで体を動かしたり、おもちゃを 

使ったり、ニンニンジャーの世界と触れ合ってお楽しみいただけます。 

 

  ◎オープン日：２０１５年３月２１日（土・祝） 

  ◎営 業 時 間：１０：００～１７：００ （受付終了は閉館の３０分前） 

※季節・時期により異なる場合あり 

  ◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ ジオポリスＢ１Ｆ 

  ◎料 金：５２０円／３０分 （２歳未満無料） 

※５歳以下は１８歳以上の保護者付添が必要 

  ◎協 賛：株式会社バンダイ／サンスター文具株式会社 

 

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 

 

ヒーローセット（ホットドッグ・ソフトドリンク） 

７６０円 
パンケーキセット（パンケーキ・ソフトドリンク）

７００円 

ヒーローセット（ホットドッグ・フライドチキン・ソフトドリンク） 

７６０円 

ソフトクリームサンデー 

各６００円 

ニンニンジャー人形（イメージ） 
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◆東京ドームホテル『手裏剣戦隊ニンニンジャールーム』                          

 東京ドームホテルでは、今春登場の戦隊ヒーロー「手裏剣戦隊ニンニンジャー」をモチーフとしたヒーローコン

セプトルーム『手裏剣戦隊ニンニンジャールーム』を、２０１５年３月１４日

（土）のご宿泊より１日１室限定で受付中です。部屋の壁面やベッドカバー

など随所に「手裏剣戦隊ニンニンジャー」のデザインが施されており、“ニン

ニンジャーのアメニティグッズ”などの特典もご用意。魅力あふれるご宿泊

をお楽しみいただけます。 

 

◎宿泊期間：２０１５年３月１４日（土）～２０１６年３月上旬予定 

◎客室タイプ：フォースルーム 【広さ５１㎡】 

※ベッドは常時４台設置、禁煙室 

◎料 金：１泊１名様料金 １４,０００円～ 【１日１室限定】 

※室料・朝食・サービス料・諸税込み、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（お一人様２回分）付き 

※２名様～４名様にて利用可能 

※料金および特典内容はシーズンにより変更の場合あり 

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

※インターネット予約限定 

◎特 典：●“アカニンジャーからのメッセージ映像” 

            ●“ニンニン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『手裏剣戦隊ニンニンジャーＧＷファミリーブッフェ』                 

東京ドームホテルでは、２０１５年５月６日（水・休）に『手裏剣戦隊ニンニンジャー 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、歴代ヒーローのトッキュウ１号とキョウリュウ

レッドが登場するほか、ミニコンサートも開催します。さらにお子様券をお持ち

のお客様には「手裏剣戦隊ニンニンジャー」との写真撮影やお土産をプレゼン 

トします。 

 

◎日   時：２０１５年５月６日（水・休） 第１回 １０：１５～／第２回 １３：３０～ 

◎場   所：東京ドームホテルＢ１階 大宴会場「天空」  

◎内   容：【お食事】着席ブッフェ料理・フリードリンク 

【ショー】ヒーローショー「手裏剣戦隊ニンニンジャー」 

ミニコンサート 

【特 典】「手裏剣戦隊ニンニンジャー」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） 

◎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  

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

※２／２７（金） １１：００より受付開始 

 

 

©2015 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） 

©2014 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

２０１４年の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」 
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◆『卒業生いらっしゃい２０１５ 卒パ』                                       

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１５年３月１日（日）～４月５日（日）の期間、『卒業生いらっしゃい

２０１５ 卒パ』を開催します。 

２０１５年春に卒業を迎える学生を対象に、アトラクション乗り放題に加え、東京ドームシティの施設や店舗で

利用できるクーポンが付いたお得な｢卒業生スペシャルチケット｣を販売します。 

さらに、「撮影女子会」プロデュースによるフォトイベントや本イベント限定のスペシャルスイーツの販売など、

東京ドームシティでの「卒パ（＝卒業パーティー）」を満喫できる企画を多数実施します。 

 

◎名 称：卒業生いらっしゃい２０１５ 卒パ 

◎期 間：２０１５年３月１日（日）～４月５日（日） 

◎時 間：１０：００～２１：００ ※３／２０（金）まで一部アトラクションは１９：００まで 

◎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 

◎内 容： 

   卒業生スペシャルチケット  

２０１５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を付けたチケットです。 

●対 象：幼稚園から大学・専門学校などを２０１５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 ２,６００円、小学校の卒業生 ２,１００円、３～５歳の卒業生 １,３００円 

※通常 ワンデーパスポート 大人（１８歳以上）３,９００円、シニア・中人（１２～１７歳）３,４００円、 
小人（６～１１歳）２,１００円、幼児（３～５歳）１,３００円、他の割引との併用不可 

●クーポン内容例： ※クーポンはイベント期間中のみ有効、一部３／３１（火）まで 

       東京ドームボウリングセンター  ボウリング１ゲーム無料  ※貸靴は有料（３５０円）、１７時まで 

       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） 

       スパ ラクーア（１８歳以上のみ） 入館料割引（２,６３４円→１,９４４円） 

     ※休日・深夜割増料金は別途 ※有効期間３／１（日）～３／３１（火） 

       宇宙ミュージアム ＴｅＮＱ（テンキュー） 当日入館券２００円引き、ストア商品１０％ＯＦＦ 

ほか、全２１種類 

 「撮影女子会」プロデュース フォトイベント「ＲＯＭＡＮＣＥ ＧＯ ＲＯＵＮＤ」  

  “女性の輝いているシーン”を写真で切り取る、話題の「撮影女子会」 

プロデュースによるフォトイベントを３月２１日（土・祝）に開催します。 

  華やかな“卒業パーティー”をイメージした特別演出を施したメリー 

ゴーランド「カルーセル」で、プロのカメラマンによる撮影をお楽しみいた 

だけます。 

 ●開催日時：３月２１日（土・祝）１７：００～ 

 ●場 所：バイキングゾーン内「カルーセル」 

 ●参加対象：「卒業生スペシャルチケット」、「ワンデーパスポート」、 

          「ナイト割引パスポート」のいずれかをお持ちのお客様 

●料 金：無料 

 

【ＲＯＭＡＮＣＥ ＧＯ ＲＯＵＮＤ】 
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 ビッグ・オー×ヴィーナススパ  

  センターレス大観覧車「ビッグ・オー」のキャビン（５台限定）を、“空中でもお花畑を”というコンセプトで、人気 

のフレグランス「ヴィーナススパ」のキュートな香りと装飾で演出します。 

 ●実施期間：３月１日（日）～４月５日（日） 

※対象のキャビンは５台限定（全４０台） 

 ●料 金：８２０円 

※「卒業生スペシャルチケット」、「ワンデーパスポート」、 

「ナイト割引パスポート」利用可 

 

 キュートなワークショップ  

３月１日（日）・２１日（土・祝）・４月４日（土）の３日間、「東京ドームシティ学生アンバサダー」による、お子様 

を中心に大人まで「かわいい」を楽しめるアイテムを創作するワークショップを開催します。 

  ●開催日時：３月１日（日）、３月２１日（土・祝）、４月４日（土） 

          ①第１部＝１１：００～１３：００ 

          ②第２部＝１４：００～１６：００ 

  ●場 所：アトラクションズゲート横特設スペース 

  ●料 金：参加無料 

  ●内 容：３月１日（日） ①紙粘土でオーナメント作り 

   ②かわいいフォトプロップス作り 

            ３月２１日（土・祝） ①フェイスペイント 

  ②バルーンアート 

            ４月４日（土） ①マスキングテープでデコレーション文房具 

  ②樹脂粘土でオーナメント作り 

 

 卒業生いらっしゃい２０１５ 卒パ スペシャルメニュー  

  「フェスタカフェ」・「ホットドッグスタンド」にて、本イベント限定のキュートでポップなスペシャルスイーツを 

販売します。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

【卒パ・スペシャルサンデー】（４８０円） 

販売店舗：ホットドッグスタンド 

【卒パ・スペシャルワッフル】（５８０円） 

販売店舗：フェスタカフェ 
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◆『東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１５』                                  

東京ドームシティでは、２０１５年３月２０日（金）～２９日（日）まで、 『東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１５』

を開催します。期間中は、高さ４ｍの「原監督巨大像」が新ユニフォーム姿でファンの皆様をお迎えするほか、

監督と読売巨人軍１４選手のスタンプを集めるスタンプラリーなど、多彩なイベントを開催します。 
 

◎名   称：東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１５ 

◎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：２０１５年３月２０日（金）～２９日（日）  

◎場   所：東京ドームシティ全域 

◎料   金：無料 

◎内   容：    

原監督巨大像  

２０１３年に大好評をいただいた高さ４ｍの原監督の巨大像が、新ユニフォームの装いで２年ぶりに登場しファン

の皆様をお迎えします。 

【場 所】東京ドーム２２ゲート前  
 

ハイタッチロード  

坂本新主将ら読売巨人軍１０選手の等身大パネルが集合。観戦の際は、ぜひハイタッチをして入場ください。 

【場 所】東京ドーム２２ゲート前広場 
 

ＧＩＡＮＴＳ プレーヤーズ スタンプラリー 

東京ドームシティを回り、原監督と読売巨人軍１４選手の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 
 

ジャイアンツスクエア～開幕祭スペシャル ｖｅｒ.～ 

試合開始前に、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

紹介や大抽選会などを実施します。 

【場 所】東京ドーム２２ゲート前 特設ステージ  

【日 程】３月２０日（金）～２２日（日）／２７日（金）～２９日（日） 
 

原監督グータッチ像  

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。 

【場 所】東京ドームシティ アトラクションズゲートほか 
 

トリックポップ 

 まるで東京ドームのグラウンドで、小林選手の守るホームベースへスライディングしているかのような不思議

な写真が撮影できます。 

【場 所】東京ドームシティ アトラクションズゲート 

                                                                など 
※各ベント名称・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 

野球関連 
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◆東京ドーム内限定！ お弁当&グルメ                                     

２０１５年の野球シーズン開幕にあわせて、今年も東京ドーム内限定販売のお弁当やグルメが多数登場しま

す。ジャビットがプロデュースした、お子様に大人気の「じゃびっとべんとう」には、今年はお土産としても嬉しい

巾着袋が付いてくるほか、毎年好評の選手プロデュース弁当も全７種類で販売予定です。また、東京ドームシ

ティの各施設をイメージしたメニューが詰め込まれた「東京ドームシティ弁当」が新たに登場します。 

そのほか、「ジャイアンツ ポップコーンバケツ」は２種類のパッケージをご用意するほか、東京ドーム開場以

来親しまれてきたカレーも、伝統の味をリニューアルして登場します。野球観戦とともに美味しいグルメをお楽し

みください。 

 

◎販売期間：２０１５年３月２７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」、「東京ドームシティ弁当」   

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、杉内、菅野、高橋由、内海）がプロデュースしました。 

また、ジャビットがプロデュースした「じゃびっとべんとう」に、今年       

は特製巾着袋が付いてきます。そのほか、観覧車や宇宙ミュージア

ムなど東京ドームシティの各施設をイメージした９マスの「東京ドーム

シティ弁当」は、いろいろな味を楽しみながら東京ドームシティを知る

ことができるお弁当となっています。 

 

・選手プロデュース弁当（７種類） 各１,５５０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 ※特製巾着袋付き 

・東京ドームシティ弁当 １,３５０円  など 

 

★「ジャイアンツ ポップコーンバケツ」 

昨年登場した人気の「ジャイアンツ ポップコーンバケツ」は、パッケージ

が２種類に増え、また味も全７種類になって登場します。首から下げられる

ストラップ付きで、観戦のお供にも最適です。   

   塩味、キャラメル味、カレー味、醤油バター味、ガーリック味、チーズ味、 

コーンポタージュ味  全７種類   各１,２５０円 

 

★「プレミアムビーフカレー」 

１９８８年の東京ドーム開場以来、２５年以上続いた伝統の味がリニュー

アルして登場します。何度も試作を重ねて完成した、東京ドームが自信を

もって提供する「特別な場所の特別な味わい」をぜひご堪能ください。 

   ・プレミアムビーフカレー ７８０円 

※販売は３／２０（金）～ 巨人戦以外の試合でも販売予定 

 

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」 

プレミアムビーフカレー 
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◆『「球弁」スクラッチチャレンジ』&『東京ドームシティ満喫チャンス』                    

 野球観戦をお得に楽しめる２種類のキャンペーンを、４月から展開します。 

『「球弁」スクラッチチャレンジ』は、野球にちなんだ、球場らしいネーミングのお弁当（全９種類）を購入すると

もらえるスクラッチカードで、野球盤のように点を取る組み合わせができたら、東京ドーム内飲食売店のドリンク

やメニューと交換できるお得なキャンペーンです。また、『東京ドームシティ満喫チャンス』は、今年から新登場

の「東京ドームシティ弁当（１,３５０円）」を購入すると、特典チケットとして利用できるスクラッチカード（ハズレな

し）がもらえる嬉しい企画となっています。 

 

★『「球弁」スクラッチチャレンジ』  

球場らしい、野球にちなんだネーミングのお弁当＝「球弁（たま

べん）」を９種類販売します。ご購入いただいたお客様にスクラッ

チカードをお渡しし、獲得したポイントによって、東京ドーム内の

飲食売店で販売しているお好きなメニューやドリンクと交換できる

キャンペーンです。 

◎配付期間：２０１５年４月３日（金）～９月２７日（日）  

※引換有効期限も同様 

◎対象弁当：①じゃびっとべんとう  １,３５０円     ②ホームラン弁当  １,０００円 

③洋食ベストナイン弁当 １,０００円     ④さぼてんチキン勝つ弁当 １,０００円 

⑤ヴィクトリー（鶏）弁当 １,０００円     ⑥必勝弁当   １,０００円 

⑦さぼてん三冠王  １,３５０円     ⑧完投（関東）弁当  １,３５０円 

⑨列島縦断 ご当地おつまみ弁当   １,５５０円 

◎内   容：「球弁」を購入されたお客様に、スクラッチカードを配付します。カードは、アウト（０ポイント）、

ヒット（１ポイント）、２ベースヒット（２ポイント）、３ベースヒット（３ポイント）、ホームランの５種類

あり、ホームランが出ると東京ドーム内の飲食売店のお好きなメニュー１品と交換できます。

また、それ以外のカードの合計が４ポイント（１点）に達すると、東京ドーム内の飲食売店のお

好きなドリンクと交換できます。 

 

★『東京ドームシティ満喫チャンス』 

今年から新登場の「東京ドームシティ弁当（１,３５０円）」を購入されたお客様に、東京ドームシティの該当施

設で利用できるスクラッチカード（ハズレなし）をお配りします。 

◎配付期間：２０１５年４月３日（金）～８月３０日（日） 

◎引換期限：２０１５年９月３０日（水） 

◎賞   品：全６種類 ※ハズレなし 

Ⅰ．東京ドームホテル賞     東京ドームホテル『リラッサ』ランチブッフェ ペアご招待 

Ⅱ．ラクーア賞      スパ ラクーア平日ご招待   

Ⅲ．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   

Ⅳ．スポドリ！賞      スポドリ！バッティング＆ピッチング共通メダル１枚引換 

Ⅴ．ＴｅＮＱ賞      ＴｅＮＱ優待割引（通常料金より２００円ＯＦＦ） 

Ⅵ．ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ賞   ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥにてお会計１０％OFF  

 

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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◆東京ドームホテル『巨人戦観戦宿泊プラン ２０１５』                                      

東京ドームホテルでは、開幕戦から７月２日（木）までの試合を対象とした『巨人戦観戦宿泊プラン ２０１５』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、観戦席（Ｓ席・Ａ席・Ｂ席）を指定できるなど、毎年好評のプランです。 

 

◎対象期日：２０１５年東京ドーム 巨人公式戦開催日 

        ※７／７（火）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〕５／７（木）１０：００～ 〔電話予約〕５／１４（木）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～３８,７００円 

Ａ席 １６,５００円～２７,２００円 

Ｂ席 １４,４００円～２４,２００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（１塁側・３塁側）、Ｂ席（１塁側）の指定ができます 

※電話予約限定、インターネット予約限定があります 

※上記２名様利用のほか、１名様・３名様・４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/giants2015/ 

◎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） 

 

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） 

 

◆野球殿堂博物館 企画展 『子供の遊びと野球』                                

野球殿堂博物館では２０１５年５月１７日（日）まで、企画展『子供の遊びと野球』を開催しています。双六
す ご ろ く

・

かるた・野球盤をはじめ、ベーゴマ・メンコ・ブロマイド・野球カードなど、ちょっと懐かしい時代の、子供たちの

遊びの中にある野球を紹介するほか、最新の野球盤の体験コーナーも開設します。 

 

◎名 称：企画展『子供の遊びと野球』 

◎期 間：２０１５年５月１７日（日）まで 

◎場 所：野球殿堂博物館 企画展示室 

◎協   力：株式会社エポック社 

◎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：１０：００～１８：００ （１０月～２月は１７：００閉館） ※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：エポック社 野球盤 ＣＭ型モデル２ １９７７年、 野球カード（ＢＢＭ、カルビー）  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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昨夏オープンした、宇宙ミュージアム ＴｅＮＱ（テンキュー）では、２０１５年２月２８日（土）～６月２８日（日）の

期間、企画展示室にて企画展第３弾となる「『宇宙』のえがき手」を

開催します。 

第３弾となる本企画展では、知的な冒険心を持って人類が想い

を馳せてきた宇宙の姿を、古今東西さまざまなジャンルの人々が

想いえがいてきた宇宙の表現や、最新のシミュレーション天文学に

よりえがき出された立体映像を通して紹介します。 
 

◎名 称：『宇宙』のえがき手 

◎期 間：２０１５年２月２８日（土）～６月２８日（日） ※予定 

◎協   力：自然科学研究機構  国立天文台 

◎制作協力：株式会社ガイナックス 

◎内 容： 

「地上から宇宙を想う－天文の部屋へようこそ」 

古今東西さまざまに想いえがかれてきた宇宙を、「天文の部屋」の壁にかけられた額の中に表現しま 

す。過去から現代に至るまでの宇宙観や宇宙の姿を、絵画や写真でお楽しみいただけます。 

「想いは宇宙へ」 〔地球の一歩外をえがく 、時間と空間の果てをえがく 、煌く銀河をえがく〕 

国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクト（４D２U プロジェクト）の最新シミュレーション天文学からえ 

がき出されたリアルな宇宙映像を最新機器を通じて体験いただけます。また、今春放映のテレビアニメー 

ション「放課後のプレアデス」やさまざまなジャンルで想いえがかれてきた宇宙の表現にイマジネーション 

をふくらませ、来館者の皆様に自由に宇宙を想いえがいていただけるエリアも設けます。 
 

＜宇宙ミュージアム ＴｅＮＱ（テンキュー）施設概要＞                                                                    

●所 在 地：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 

●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２０：００） 

●料 金： 

 

 
 
 

    
※４歳未満のお子様の入館はお断りします 

※１０歳未満のお子様の入館には中学生以上の同伴者が必要となります 

※企画展は、ＴｅＮＱ内「企画展示室」にて開催され､ＴｅＮＱにご入館された方はどなたでもお楽しみいただけます 

  

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 

 

 料金 

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 

宇宙ミュージアム ＴｅＮＱ（テンキュー） 

企画展第３弾 『宇宙』のえがき手 
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◆東京ドームホテル スーパーダイニング「リラッサ」 春のフェア企画 『ニュージーランドフェア』  

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、２０１５年３月１日（日）～４月１５日（水）の期間、

『ニュージーランドフェア』を開催します。食材の宝庫と呼ばれるニュージーランドの、豊富な食材と美味しさを

活かしたメニューの数々を、ブッフェにてご用意します。 

 

◎期 間：２０１５年３月１日（日）～４月１５日（水） 

◎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 

 

◆東京ドームホテル 『１５周年特別宿泊プラン パレス／パークスイート １３３㎡ ２名様で１５万円』  
東京ドームホテルは、２０１５年６月１日（月）に開業１５周年を迎えます。これを記念した特別なプランの第１

弾として『１５周年特別宿泊プラン パレス／パークスイート １３３㎡ ２名様で１５万円』を販売します。 

本プランは、パレススイートもしくはパークスイートでの宿泊と、リムジン

ボートクルーズほかさまざまな特典や特別ディナーコースなどがセットに

なった１日１室の期間限定宿泊プランです。 

 

◎宿泊期間：２０１５年６月１日（月）～７月１５日（水）  

◎客室タイプ：パレススイートもしくはパークスイート 【広さ１３３㎡】 

◎内   容：【お食事】夕食／６Ｆダイニング「ドゥ ミル」にて 

総料理長 鎌田昭男監修 １５周年特別ディナーコース 

※乾杯用グラスシャンパーニュ付き 

朝食／ルームサービス 

【特 典】●リムジンボートクルーズまたは東京都内観光タクシー 

        ●プロのカメラマンによる記念撮影 

        ●１３：００からのアーリーチェックイン対応（通常１４：００） 

        ●チェックアウト後、ホテルから都内主要駅までのタクシー付き 

                       ※お車でご来館の場合は駐車場ご利用料金無料 

◎料 金：１泊２名様料金 １５０,０００円 【１日１室限定】 

               ※室料・夕食・朝食・サービス料・諸税込み 

    ※ご利用人数の変更、およびお子様の添い寝は不可  

               ※チェックイン１３：００／チェックアウト１１：００ 

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

               ※インターネット予約限定、３／１（日）１０：００から受付開始 

 

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 
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◆メジャーリーグ・ベースボール公認カフェレストラン 「ＭＬＢ ｃａｆé ＴＯＫＹＯ」オープン        

世界初のメジャーリーグ・ベースボールの公認ライセンスを持つカフェレストラン「ＭＬＢ ｃａｆé ＴＯＫＹＯ（エム

エルビーカフェ トウキョウ）」の東京ドームシティ店が、３月２３日（月）、クリスタルアベニューにオープンします。 

野球をはじめ様々なスポーツ中継や映像に加え、最新の米国レス

トランや有名店とのコラボメニューが味わえるほか、Ｍ-Ｃａｆｅガール

ズのパフォーマンスも楽しめ、野球ファンのみならず、あらゆるお客様

に満足いただけるエンターテイメントレストランです。 
 

◎名 称：メジャーリーグ・ベースボール公認カフェレストラン 

ＭＬＢ ｃａｆé ＴＯＫＹＯ 東京ドームシティ店 

◎場   所：東京ドームシティ クリスタルアベニュー 

◎営業時間：平 日／１１：００～２３：３０ 

（ラストオーダー：フード／２２：３０、ドリンク／２３：００） 

土 曜／１０：００～２３：３０ 

（ラストオーダー：フード／２２：３０、ドリンク／２３：００） 

日・祝／１０：００～２２：３０ 

（ラストオーダー：フード／２１：３０、ドリンク／２２：００） 

◎定 休 日：なし（年中無休） 

◎オープン予定日：２０１５年３月２３日（月）  
 

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 

 

◆アメリカンレストラン＆バー「ＴＧＩフライデーズ」オープン                          

世界６０カ国で９００店舗以上を展開するアメリカンレストラン＆バー

「ＴＧＩフライデーズ（ティージーアイ フライデーズ）」が、４月１６日（木）、

後楽園ホールビル１Ｆにオープンします。 

バーベキューリブやハンバーガーなどのボリュームたっぷりの本場

のアメリカン料理と、バーテンダーによるカクテルを使ったダイナミック

なパフォーマンスをお楽しみいただけ、本場のボリュームとテイストを満

喫していただけるアメリカンレストランです。 
 

◎名 称：アメリカンレストラン＆バー 

ＴＧI フライデーズ 東京ドームシティ店 

◎場   所：東京ドームシティ 後楽園ホールビル１Ｆ 

◎営業時間：１１：００～２４：００ 

（ラストオーダー：フード／２３：００、ドリンク／２３：３０） 

◎定 休 日：なし（年中無休） 

◎オープン予定日：２０１５年４月１６日（木）  
 

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 

その他 
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◆『ミーツポート ７ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ』                                       

２０１５年３月１９日（木）に開業７周年を迎えるミーツポートでは、３月１日（日）～３１日（火）の期間、 

『ミーツポート ７ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ』を開催します。期間中、ロシアの国民的キャラクター「チェブラーシカ」と楽し

むイベントなど盛りだくさん。抽選でチェブラーシカグッズが当たる「チェブラーシカチャンス」をはじめ、１６日

（月）から５日間限定で、１,０００円以上ご利用の方、先着７,７７７名様にオリジナルグッズをプレゼントします。 

 

◎名 称：ミーツポート ７ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 

◎期 間：２０１５年３月１日（日）～３１日（火） 

◎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： 

★チェブラーシカチャンス 

対象店舗ご利用１,０００円以上で「ゲーナコース」、３,０００円以上で 

「チェブラーシカコース」の応募券を進呈。抽選でチェブラーシカグッズをプレゼントします。 

★７,７７７名様プレゼント 

３月１６日（月）～２０日（金）の５日間、対象店舗で１,０００円以上ご利用のお客様、先着７,７７７名様に

チェブラーシカオリジナルグッズをプレゼントします。 

★チェブラーシカランド 

３月２５日（水）、２６日（木）の２日間、ミーツポートガーデンに「チェブラーシカランド」が登場します。対

象店舗ご利用のレシート提示（１,０００円以上）で遊べます。 

   ★コラボメニュー 

飲食店舗とチェブラーシカのコラボメニューが登場します。 
 

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 
 

◆『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、４月より一部種目をリニューアルして開催します。年４回実施され毎回好評の本イベントは、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４月７日（火）～１０日（金） 

◎時  間：１３：００～１６：００ 
※所要時間は約２０分 ※先着順で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：“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。

今回より、一部種目をリニューアルして開催します。 

【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 

 



  

 

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 ※２０１５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 プリズムホール 宇宙ミュージアム ＴｅＮＱ（テンキュー） 

 

ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ 


