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◆進撃の巨人×リアル脱出ゲーム『巨人に包囲された遊園地からの脱出』               

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１５年７月１８日（土）～９月２３日（水・祝）の期間、「進撃の巨人」

と「リアル脱出ゲーム」による謎解きイベント『巨人に包囲された遊園地からの脱出』を開催します。 

「進撃の巨人」の「巨人」によって包囲された遊園地には「リアル脱出ゲーム」を手掛けるＳＣＲＡＰが仕掛ける

数々の謎がちりばめられています。参加者はアトラクション乗車やチェックポイントを巡ることによってヒントを集

めながらアイテムやアイデアを駆使して謎を解き、ゴールを目指します。 

なお、前売イベント参加券を購入の方には、特典として「特製謎解きうちわ」を

プレゼントします。このうちわに記載された謎を解き、答えを特設サイトに入力し

正解すると「進撃の巨人」の人気キャラクター「リヴァイ」の録り下ろしボイスを聞く

ことができます。 

 

◎名 称：進撃の巨人×リアル脱出ゲーム 

『巨人に包囲された遊園地からの脱出』 

◎期 間：２０１５年７月１８日（土）～９月２３日（水・祝） 

◎時 間：１５：００～２２：００（参加受付は終了時間の２時間前まで） 

※期間中の土日祝日および８／１０（月）～１４（金）は１０：００から開催 

※９／１（火）～９／１８（金）、９／２３（水・祝）は２１：００閉園 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ 

◎原 作：諫山創「進撃の巨人」（『別冊少年マガジン』連載） 

◎協 力：「進撃の巨人」製作委員会 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://realdgame.jp/shingeki2015/tokyo/ 

◎料 金： 

 

 
 

◎チケッ ト：イープラス、ローソンチケット、チケットぴあにて前売券発売中 ※前売券は日時指定制 

当日券は東京ドームシティ アトラクションズ チケットカウンターにて発売 

◎内 容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

東京ドームシティ アトラクションズ 

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会 

◆イベント参加券（アトラクション５回券付き） 前売３,２００円（特典付き）、当日３,６００円 

◆イベント参加券（ワンデーパスポート付き） 前売４,２００円（特典付き）、当日４,６００円 

※イベント参加券は大人・こども共通 
※前売券は来場日の前日１８：００まで購入可能 

参加者が「調査兵団」の一員となり、アトラクション乗車やチェックポイントを巡ることによって

「進撃の巨人」のキャラクターと出会い、彼らの情報をもとにアイテムやアイデアを駆使して

謎を解きゴールを目指す参加型ゲームです。 

 
ここは巨人に包囲された遊園地。閉じ込められた「調査兵団」は滅びていくのをただ待っていた。 

しかし、その時調査兵団に光が差す。メンバーの中に巨人になれる能力を持った者がいることが分かったのだ。 

巨人化することさえできれば、ここから脱出することができる・・・ 

“解くか、喰われるか” 

隠されたヒントを手がかりに謎を解き、この「巨人に包囲された遊園地」から脱出することできるだろうか？ 

 

       設定 
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◆夏期限定お化け屋敷『呪い指輪の家』                                    

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１５年７月１７日（金）～９月２３日（水・祝）の期間、毎年恒例の夏 

期限定お化け屋敷を、『呪い指輪の家』と題して開催します。この夏も、お化け屋敷プロデューサー・五味弘文

氏による、より恐怖の増したお化け屋敷を夏期限定演出でお届けします。 

今回のテーマは＜指輪＞。かつて、左手の薬指には、心臓から真っ直ぐに太い血管が繋がっている、と信じ

られていました。そのため、指輪交換は、お互いの心臓（＝心）を結ぶという意味を持っていました。けれど、お

互いの心が不幸な繋がり方をし、深い怨念が生まれたとしたら……。 

入口で指輪を受け取ったお客様は、その家に宿る怨霊の薬指に指輪をはめ、その魂を鎮めなくてはなりま

せん。果たして、無事に戻ってくることができるでしょうか・・・。 

 

◎名 称：夏期限定お化け屋敷『呪い指輪の家』 

◎期 間：２０１５年７月１７日（金）～９月２３日（水・祝） 

◎時 間：【絶叫篇】１０：００～１６：００ 

【超・絶叫篇】１７：００～２２：００ 

※【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ことが 

あります 

※８／１３（木）～１６（日）、９／１９（土）～２３（水・祝）は 

９：３０開園 

※７／１７（金）、９／１（火）～９／１８（金）、 

９／２３（水・祝）は２１：００閉園 

◎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：＜指輪＞ 

◎プロデュース：五味弘文氏 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://noroiyubiwa.com 

 

 

 

 

【お化け屋敷プロデューサー･五味弘文氏】 

 

１９９２年から、東京ドームシティ アトラクションズのお化け屋敷を手が 

ける。お化け屋敷にストーリーを持ち込み、お客様に役割を担わせること 

でそのストーリーに参加させるスタイルを確立する。 

代表作に、赤ん坊を抱いて歩く「赤ん坊地獄」、手錠に繋がれて歩く「恐 

怖の手錠地獄」、靴を脱いで体験する「足刈りの家」、幽霊と指切りをする 

「ゆびきりの家」などがある。２０１４年には、東京ドームシティ アトラクショ 

ンズをはじめ、全国１０ヶ所のお化け屋敷をプロデュースした。 

『人はなぜ恐怖するのか？』（メディアファクトリー）、『お化け屋敷になぜ 

人は並ぶのか』（角川 oneテーマ２１）、小説『憑き歯～密七号の家』（幻冬 

舎文庫）などの著書もある。 

 

 

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 

 

イメージビジュアル 

【五味弘文氏】 
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◆『東京ドームシティ アトラクションズ Ｔｈａｎｋｓ！ ６０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ』                          

東京ドームシティ アトラクションズは、１９５５年７月９日に「後楽園ゆうえんち」として開業して以来、 

本年で６０周年を迎えます。 

これを記念し、２０１５年６月１日（月）～７月１２日（日）の期間、「東京ドームシティ アトラクションズ  

Tｈａｎｋｓ！ ６０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」と題し、ジェットスターの航空券や東京ドームシティの施設ご招待券などの

豪華賞品が当たる「東京ドームシティ アトラクションズ ６０周年記念クイズキャンペーン」を実施するほか、開

業記念日当日の７月９日（木）には、ジェットコースター「サンダードルフィン」の乗車券を６０円で販売します。 

 

◎名 称：東京ドームシティ アトラクションズ Ｔｈａｎｋｓ！ ６０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 

◎期 間：２０１５年６月１日（月）～７月１２日（日） 

◎主な内容： 

 

■７月９日（木）限定 ジェットコースター「サンダードルフィン」乗車券が６０円に 

１９５５年７月９日に開業した「後楽園ゆうえんち」のメインアトラクションとして導入された「ジェットコースター」は、 

好評を博し、その後も人気アトラクションとして親しまれ、「ジェット 

コースター」という名称は現在では一般的な名称として定着していま 

す。 

開業６０周年当日となる２０１５年７月９日（木）には、現在活躍中 

のジェットコースター「サンダードルフィン」の乗車券（通常１,０３０円） 

を６０円で販売します。 

 

◎実 施 日：２０１５年７月９日（木） 

※６０円の乗車券は当日のみ有効 

◎営業時間：１０：００～２１：００ 

◎料 金：６０円 ※通常１,０３０円 

※天候や機械整備の状況により「サンダードルフィン」の運転を見合わせる場合は販売中止 

※混雑状況などにより販売・受付の終了を早める場合あり 

 

■６０周年記念クイズキャンペーン 

開業６０周年を記念し、クイズに答えると、抽選でジェットスターの航空券や、東京ドームシティの施設で 

使える招待券などの豪華賞品が当たるクイズキャンペーンを実施します。 

 

◎期 間：２０１５年６月１日（月）～７月１２日（日） 

◎応募方法：園内に設置されている応募用紙を応募箱に投函、 

または公式サイトの応募フォームに必要事項を入力 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://at-raku.com/60th/ 

 

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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＜わくわく！ウォーターガーデン アトラクション紹介＞ 

①ウォータースライダービッグ ※対象年齢３歳以上 

・高さ約５ｍ、長さ約７.５ｍの大型スライダーが登場！ 

 

②びっくりバケツ 

・頭上のバケツがひっくり返り、水が降りかかります！  

 

③ウォーターシューティング 

・スタッフが発射する水鉄砲からうまく逃げながら楽しみます！ 

 

④マジカルミスト 

・ピョンピョン飛び出す水玉とミストで遊べる癒しのアトラクション！ 

 

⑤どきどきバルーン 

・頭上の風船が水圧で割れると、水が降りかかります！ 

 

⑥レインボーウォータースライディング ※対象年齢３歳以上 

・スライダーに向かって飛び込み、いきおいよく滑って楽しみます！ 

 

 

 

 

◆『わくわく！ウォーターガーデン』                                            

東京ドームシティ アトラクションズ 「スプラッシュガーデン」に、２０１５年７月１８日（土）～８月３１日（月）の 

期間限定で、お子さま向け水遊び広場『わくわく！ウォーターガーデン』が登場します。 

小学生までのお子さまを対象とした「水遊び」がテーマのエリアで、ミストのシャワーが湧き出る涼しい空間の

中、水に濡れながら遊べる６つのウォーターアトラクションを展開します。水着に着替えなくてもお気軽にご参加

いただけます。 

 

◎名 称：わくわく！ウォーターガーデン 

◎期 間：２０１５年７月１８日（土）～８月３１日（月） 

◎時 間：１０：００～１７：００ （受付終了は１６：００) 

※８／１３（木）～８／１６（日）は９：３０～ 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ 「スプラッシュガーデン」 

◎料 金：こども（２歳～小学生） 

・６０分：１，０００円 

（東京ドームシティ アトラクションズ ワンデーパスポート購入の方６００円） 

・延長３０分毎：５００円 

※小学生未満には保護者もしくは１８歳以上のそれに準ずる方の付添が必要 

※２歳未満の入場は無料 

※付添の方の入場は無料 

※中学生以上のみでの入場不可 

※プールではなく水遊び広場です 

※ご利用上の注意事項はＨＰにてご確認ください 

◎定 休 日：なし  ※強雨・強風等の荒天時は営業中止 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://at-raku.com/wakuwaku_watergarden 

ファミリー向けイベント 

① ② 

③ 

⑤ 

④ 

⑥ 

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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◆『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、２０１５年７月２５日（土）～８月２３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

け体験や貝殻フォトフレーム作り、デコレーションケーキ作りや食事マナー教室のほか、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：２０１５年７月２５日（土）～８月２３日（日）  

◎場 所：東京ドームシティ内各施設・店舗 

◎料 金：参加無料 

◎内 容：東京ドーム、ラクーア、ミーツポート、ＴｅＮＱ（テンキュー）、 

スポドリ！、ボウリングセンター、東京ドームホテル、 

そのほか東京ドームシティ内のいろいろな施設・店舗 

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ます 

【イベント例】 

★工作・・・・・ビー玉万華鏡作り・貝殻フォトフレーム作り・風鈴絵付け体験 など  

★料理・・・・・パン作り・お寿司作り・デコレーションケーキ作り・バリスタ体験 など  

★体験・・・・・食事マナー教室・ネイルアート体験・フラワーアレンジメント教室 など 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyo-dome.co.jp/news/summer/2015/ （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 
 

◆『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７月に開催します。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

お子様を対象に、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７月７日（火）～１０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「アソボ～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。２０１５年４月より一部種目をリニューアルして開催しています。 

【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 

 ■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyo-dome.co.jp/asobono/ 
 

お客様からのお問い合わせ先：アソボ～ノ！ ＴＥＬ．０３－３８１７－６１１２ 

昨年の様子（フルーツショートケーキ作り） 
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©石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・  

    東映ＡＧ・東映 

 

◆『仮面ライダー×スーパー戦隊 Ｗヒーロー夏祭り２０１５』                                                         

東京ドームシティ プリズムホールでは、２０１５年８月８日（土）～２３日（日）の期間、『仮面ライダー×スー 

パー戦隊 Ｗヒーロー夏祭り２０１５』を開催します。 

現在放映中の「仮面ライダードライブ」、「手裏剣戦隊ニンニンジャー」

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、

「仮面ライダードライブ」をはじめ伝説のライダーが集結。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２０１５ 

◎期 間：２０１５年８月８日（土）～２３日（日） 

◎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（全券共通） ３,２００円（前売・当日共通） 

Ｓ指定席券付（全券共通） ２,８００円（前売・当日共通） 

Ａ指定席券付 大人（中学生以上）  ２,２００円 ２,４００円 

Ａ指定席券付 子供（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 子供（３歳～小学生）  １,６００円 １,８００円 

※チケット１枚につき、１公演のみ観覧可能です 

※３歳以上はチケットが必要、２歳以下でも座席が必要な場合はチケットが必要です 

※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：セブン-イレブン（セブンチケット）、チケットぴあ、イープラスにて前売券発売中 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://at-raku.com/whero2015/ 

◎主な内容： 

仮面ライダースーパーステージ 

仮面ライダードライブたちが繰り広げるノンストップ大迫力アクションステージ！！ 

※８／８（土）～１６（日）、２２（土）、２３（日）は１日４回公演 １０：３０／１２：００／１４：００／１６：００ 

※８／１７（月）～２１（金）は１日３回公演 １０：３０／１３：００／１５：３０ 

 

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！ 

※公演時間は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、友達や親子で一緒に遊べるプレイランド、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。 

 

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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©小山宙哉／講談社 

 

 
 
宇宙ミュージアムＴｅＮＱは、２０１５年７月に開業１周年を迎えます。これを記念して、ＴｅＮＱのメインコンテン 

ツである「シアター宙（ソラ）」にて、新映像プログラム「Ｃｏｓｍｏｓ ―光と音が奏でる１３８億年」を公開するほか、 

一部施設のリニューアルやキャンペーンなどを実施します。 

さらに、１周年特別企画展として、人気漫画「宇宙兄弟」とコラボレーションした「宇宙兄弟展×ＴｅＮＱ」を開 

催します。ＴｅＮＱ館内の企画展示室を中心に、ＴｅＮＱならではの切り口で作品と宇宙の魅力をお楽しみいた 

だけます。 
 

◆シアター宙（ソラ） 新映像プログラム「Ｃｏｓｍｏｓ ―光と音が奏でる１３８億年」を公開            

１周年を記念して第２弾映像プログラム「Ｃｏｓｍｏｓ ―光と音が奏でる１３８億年」を公開します。１３８億年前の 

ビッグバンに始まり、現在・未来へと続く宇宙を、「光」と「音」という異なる感覚を重 

ね合わせるように表現します。また、今作は写真家・谷角靖氏の色彩豊かな実写 

風景を使用するほか、４Ｋカメラ空撮で撮り下ろした実写動画や、前作同様ＩＳＳ（国 

際宇宙ステーション）から見た地球実写画像をタイムラプス手法で動画化するなど、

宇宙の壮大さ・美しさを体感しながら、宇宙をより身近なものとして楽しめます。 
 
◎名   称：第２弾映像プログラム「Ｃｏｓｍｏｓ ―光と音が奏でる１３８億年」 

◎上映期間：２０１５年７月１日（水）～ 
 

◆１周年特別企画展「宇宙兄弟展×ＴｅＮＱ」                                        

１周年特別企画展として、人気漫画「宇宙兄弟」とコラボレーションした「宇宙兄弟展×ＴｅＮＱ」を開催しま

す。企画展示室を中心に、「宇宙兄弟」の登場人物やストーリーを通した世界と、リ

アル世界の宇宙に挑む人々を重ね合わせるなど、ＴｅＮＱならではの切り口で作品

と宇宙の魅力を紹介します。 
 
◎名   称：１周年特別企画展「宇宙兄弟展×ＴｅＮＱ」 

◎期    間：２０１５年７月１日（水）～１１月３日（火・祝） 

◎入 場 料：ＴｅＮＱ入館料に含む 

◎場     所：企画展示室、ほか 

◎主な内容： 

   ★展示Ⅰ 宇宙に関わる人々 

 「宇宙兄弟」の登場人物と、実際に宇宙に関わる人やストーリーを重ね、宇宙に従 

事する人の姿を紹介します。 

★展示Ⅱ 「宇宙兄弟」から生きるヒント 

「宇宙兄弟」の中の数々のストーリーから、私たちの人生において、日常生活 

の中でもヒントになる言葉やシーンを紹介します。 

   ★展示Ⅲ 「宇宙兄弟」原画展示 

初公開を含む厳選した原画を展示します。 

   ★企画展示室以外での主な展開 

宇宙に関わる名言を味わう「コトバリウム」や、簡単な質問に答えて自分のタイプを診断する「宇宙自分 

診断」にて、「宇宙兄弟」版特別バージョンを実施します。 
 
【施設概要】 

 ■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） 
※年中無休（ただし６／２９・３０は休館）、特定日はＧＷおよび春夏冬休み、など（７／２１～８／３１は特定日） 

 ■入 館 料：一般１,８００円、学生１,５００円、４歳～中学生１,２００円、シニア（６５歳以上）１,２００円 
※７月販売分より前売２００円引き 

※チケットは日時指定制、４歳未満の入館不可 

 ■Ｕ  Ｒ  Ｌ：http://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/   

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 

宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー）オープン１周年 
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◆『イースタン・リーグ ２０１５ ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ』                            

東京ドームでは２０１５年８月４日（火）、５日（水）の両日、プロ野球イースタン・リーグ（二軍）公式戦の読売

ジャイアンツ対千葉ロッテマリーンズ戦を開催します。 

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、

東京ドームシティ内のポイントを回りクイズに答えて全問正解すると豪

華賞品が当たる「イースタン・クイズラリー」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発売

するほか、各種指定席（エキサイトシートは除く）には先行入場・練習見

学の特典が付いてきます｡ 
 

◎名   称：イースタン・リーグ ２０１５ ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ 

◎日 時：２０１５年８月４日（火）、５日（水） １８:００～（開場１６：００） 

◎対戦カード：読売ジャイアンツ×千葉ロッテマリーンズ 

◎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） 

フロントベンチサイド指定席    ２,５００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（先行入場・練習見学特典付き） 

ビュッフェ付シート（大人）   ３,５００円（バルコニー席・自由席） 

ビュッフェ付シート（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 

車いす席                 １,０００円 

※こどもは、小・中学生 

                                                     など 

◎チケッ ト：２０１５年６月６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/2015/  

◎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・クイズラリー  【開催時間】１０：３０～１４：００（受付終了１３：３０） 

東京ドームシティ内のポイントを回りゴールを目指すクイズラリーです。ゴールして全問正解すると、先

着で「選手サイン会」に参加できるほか、「監督・選手と記念撮影参加券」など豪華賞品が当たる大抽選

会に参加できます。 

※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 

「芝生で遊ぼう」昨年の様子 
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◆野球観戦のオススメひんやりスイーツ                                      

夏の野球観戦のお供には、かわいらしいヘルメット型の容器で楽しめる「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」などの、東京ドーム内でのみ購入することができるひんやりスイーツが 

オススメです。巨人戦限定販売です。 

「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

クリームからお選びいただけます。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 

・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５００円 

・ディッピンドッツ ヘルメットカップ ６００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 

 

◆野球殿堂博物館 特別展『高校野球と野球殿堂』                                           

野球殿堂博物館では、全国中等学校優勝野球大会（現在の夏の甲子園大会）の第１回大会開催から今夏

で１００年となるのを記念して、２０１５年６月２９日（月）～９月６日（日）まで、特別展『高校野球と野球殿堂』を

開催し、高校野球の歴史と野球殿堂入りの方々の高校野球での球歴を紹介します。また、期間中は作家・阿

久悠氏の「甲子園の詩」特別展示のほか、共通のテーマで特別展を開催する甲子園歴史館（兵庫県西宮市）

との初タイアップ企画なども開催します。 

 

◎名 称：高校野球１００年記念展示 野球殿堂博物館 特別展『高校野球と野球殿堂』 

※阿久悠「甲子園の詩」特別展示を同時開催、 

甲子園歴史館との初タイアップ企画は７／２８～開催 

◎期 間：２０１５年６月２９日（月）～９月６日（日） 

◎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：１０：００～１８：００ （３月～９月）  

※入館は閉館時間の３０分前まで 

◎休 館 日：月曜日 ※本特別展会期中は７／６・１３のみ休館   

◎主な展示物：中京商（現・中京大中京）吉田正男投手（９２年野球殿堂入り）着用ユニホーム 

海草中（現・和歌山県立向陽高校）真田重蔵投手（９０年野球殿堂入り）使用グラブ 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 

吉田正男（中京商）ユニホーム 

 

ディッピンドッツ ヘルメットカップ 
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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『１２０分飲み食べ放題コース』をスタートしまし

た。本コースでは、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：２０１５年９月２７日（日）まで 

※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４００席] 

◎時 間：１２０分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］枝豆、ナチョス、海老揚げ餃子、バッファローチキン、パリパリアジアンサラダ 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、緑や太陽の光があふれる

ガーデンに面したオープンカフェです。この夏は、樽生ベルギービールが登場し、おつまみ付きの「樽生ベルギー

ビール飲み比べセット」がおすすめです。 
 

◎名 称：ビアガーデン 「ポートガーデンテラス」 

◎期 間：２０１５年９月１３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（９月中は２１：００まで） 
土日祝／１２：００～２２：００ 

（６月中は２１：００まで、９月中は１９：００まで） 

※６月は金・土・日のみ営業 

※天候など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 

ベルギービール各種   ８００円～ 

ソフトドリンク各種   ３００円～ 

［フード］オリーブマリネ、ミートパイ、本日の貝のキャセロール蒸し、スイーツ など ５００円～ 

★樽生ベルギービール飲み比べセット（３,９００円） 

アサヒスーパードライと樽生ベルギービール４種に、おつまみが１品ついたお得な飲み 

比べセットです。フルーティーなホワイトビールから、茶褐色で酸味のあるブラウンビール 

まで、ベルギービールの深みが楽しめます。 

◎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」 『アニバーサリー サマーブッフェ』                              

 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７月１６日（木）～８月３１日（月）の期間、

東京ドームホテルの開業１５周年を記念した『アニバーサリー サマーブッフェ』を開催します。洋食、中華、和食、

スイーツのバラエティ豊かなラインナップをブッフェスタイルでご用意します。 
 

◎期 間：２０１５年７月１６日（木）～８月３１日（月） 

◎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３,１３２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 

          ※税込・ソフトドリンクバー付 

◎メニュー例：ランチ限定  夏休み キッズスペシャル “挑戦”１５種のトッピングで作るオリジナルピザ など 

        ディナー限定 特別メニュー、タコスバー、千葉 幻霜ポークの塊ロースト など 
 

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『夏季限定 ガーデンプールプラン』                                                

 夏季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

『夏季限定 ガーデンプールプラン』を、２０１５年７月１８日（土）～９月６日（日）の期間販売します。 
 

【プラン概要】 

◎販売期間：２０１５年７月１８日（土）～９月６日（日） 

◎料 金：１泊２名１室 １名様 ９,２７５円～ 

※室料・朝食・ガーデンプール利用券・サービス料諸税込 
※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：２０１５年７月１８日（土）～９月６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 ３,２４０円／土日祝日および特定日（８月１１日～１６日） ３,７８０円 

※購入日に限り再入場可 

※６歳未満無料、１２歳以下は保護者の同伴が必要 

※ロッカー・タオル・サンダル利用代含む 

※レンタル：水着・バスローブ・デッキチェアなど有料／うきわ・ビート板など無料 

  

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 
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◆ラクーア 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、２０１５年６月２７日（土）～７月３１日（金）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７０％オフになるほか、旅行券などの素敵な賞品が２０１５名様に

当たる大抽選会を実施します。 
 

◎名   称：ラクーア ザブ～ンバザール 
◎期   間：２０１５年６月２７日（土）～７月３１日（金） 
◎開催場所：ラクーア ショップ＆レストラン 
◎店 舗 数：７４店 （ショップ５１店、レストラン２３店） 

※２０１５年６月４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２０１５名様に当たる！大抽選会 
●日   時：２０１５年７月１０日（金）～１２日（日）１１：００～２１：００ 
●場   所：ラクーア４Ｆ 特設会場 
●内   容：６月２７日（土）～７月１２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 

（一部店舗を除く）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／ＪＴＢ旅行券 １０万円分 ［２名様］ 
１ 等／ｉＲｏｂｏｔ 床拭きロボット「ブラーバ」 ［５名様］ 
そのほか、パナソニック エアーマッサージャー「レッグリフレ」や東京ドーム 巨人戦チケット ペア など 
総勢２０１５名様に当たります。 

 
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 

 

◆『東京国際キルトフェスティバル～オータムマーケット２０１５～』                                                
 東京ドームで毎年１月に開催される「東京国際キルトフェスティバル－布と針と糸の祭典－」は、広大な会場で
素晴らしい作品展示とともに、日本最大級のキルトマーケットもイベントの目玉として、お客様にお楽しみいただい
ています。このたび、「他の季節にも、もっと買い物を楽しみたい！」という多くの来場者からのご要望にお応えし、
東京ドームシティ プリズムホールにて、キルトマーケットイベントを開催します。 

 
◎名 称：東京国際キルトフェスティバル 

～オータムマーケット２０１５～ 
◎期 間：２０１５年９月１６日（水）～９月１９日（土） 
◎時 間：９：３０～１８：００ ※入場は閉場の３０分前まで 

◎場 所：東京ドームシティ プリズムホール 
◎料 金：前売券８００円（税込） 当日券１,０００円（税込）  

※小学生以下は無料（但し大人の付き添いが必要） 

◎チケッ ト：セブンチケット、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、ＪＴＢエンタメチケット、ファミリーマート、 
東京ドームシティ総合案内所にて前売券を発売中（～９／１５） 
※当日券は、プリズムホール当日券売場にて発売（９／１６～） 

◎内 容：キルトマーケット 
約１００のキルトショップ、ハンドメイドショップが大集合します。 

 
特別企画「今年はハンドメイドでクリスマス」 
クリスマスを手作りで楽しみたい方へ、秋からでも間に合う小さな小物から、ちょっと頑張りた 

いタペストリーまで、ハンドメイドのアイデアを紹介します。 
展示作家：キャシー中島、斉藤謠子、鷲沢玲子 ほか 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyo-dome.co.jp/quiltmarket/ 
  

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 



  

 

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６月４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） 

 


