
 

 

 

 

２０１５年１０月２９日 

 

 

 

報道関係各位 

ニュースレター ２０１５年 冬号 
 

 目次  

 ◆イルミネーション＆クリスマス情報   
 

 ・『東京ドームシティ ウィンターイルミネーション』 

・東京ドームシティ アトラクションズ 

『ＬＯＶＥクリスマス２０１５』 

・ラクーア ショップ＆レストラン『ラクーア クリスマス』 

・黄色いビルのクリスマス『幸せの黄色いツリー』 

・『東京ドームホテルのクリスマス』 

 

 

 

 ◆ファミリーイベント情報     

 ・『妖怪ウォッチ もんげ～！冒険タウン ｉｎ 東京ドームシティ』 

・『ウルトラヒーローズＥＸＰＯ ２０１６ 

ニューイヤーフェスティバル ＩＮ 東京ドームシティ』 

・手裏剣戦隊ニンニンジャーショー シリーズ第４弾 

『負けられない戦い！ザ・超絶！忍術合戦！！』 

・『アソボ～ノ！キッズチャレンジ』 

 

 ◆東京ドームイベント情報      

 ・『ふるさと祭り東京２０１６－日本のまつり・故郷の味－』 

・『第１５回東京国際キルトフェスティバル－布と針と糸の祭典－』   

 

 

 ◆その他    

 ・スパ ラクーア『忘新年会プラン』 

・宴会キャンペーン『楽宴会 ＲＡＫＵ－ＥＮＫＡＩ』 

・宇宙ミュージアムＴｅＮＱ(テンキュー) 

第５回企画展 『宇宙のしごと人(びと)-ＪＡＸＡと仲間たち』 

・野球殿堂博物館 企画展 『日本野球ポスター展２０１５』  

 

 

 ◆東京ドームシティご案内    

   

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 

 

※本資料に記載の価格は全て消費税込です。 

 

©L5/YWP・TX 

 



2 

 

 

 

 

◆『東京ドームシティ  ウィンターイルミネーション』                               

２０１５年１１月１０日（火）～２０１６年２月１４日（日）までの期間、東京ドームシティ全域で、『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、「音と光のファンタジー」をテーマに、音楽イベントを多く開

催する東京ドームシティならではの楽曲と、ＬＥＤ装飾の輝きを連動さ

せた、動きのある華やかなイルミネーションを展開します。さらに、ラ

クーアエリアでは、イチゴの生育展示をイルミネーションに取り入れた

「ストロベリードーム」が新登場するほか、１１月１０日（火）の点灯式

に登場する「ベッキー♪♯」さんとコラボレーションした高さ約７ｍの生

木の「Ｍｕｓｉｃ Ｔｒｅｅ ｗｉｔｈ Ｂｅｃｋｙ♪♯」、プロジェクションマッピングを

利用したオブジェなど、さまざまなイルミネーションが冬の夜を演出します。 

 

◎期 間：２０１５年１１月１０日（火）～２０１６年２月１４日（日） 

◎点灯時間：１７：００～２５：００ ※都合により変更になる場合がございます 

◎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 

●クリスタルアベニュー 

クリスタルアベニュー１Ｆに、全長１００ｍにわたってポップアップアートをイメージした「東京ドームシティ 

ウェルカムデコレーション」を設置するほか、ミーツポートとアトラクションズエリアを結ぶ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。東京ドームで音楽イベントを開催するアーティストの楽曲 

とイルミネーションの連動による動きのある華やかな演出をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●アトラクションズエリア 

バイキングゾーンに、「ベッキー♪♯」さんとコラボレーション 

した、高さ約７ｍの生木の「Ｍｕｓｉｃ Ｔｒｅｅ ｗｉｔｈ Ｂｅｃｋｙ♪♯」 

や、かわいらしいツリーに囲まれた光輝くフォトスポット「ハピ 

ネスアーチ」を設置します。 

 

 

イルミネーション＆クリスマス情報 

「ギャラクシードーム」イメージ 

「東京ドームシティ ウェルカムデコレーション」イメージ 

「Ｍｕｓｉｃ Ｔｒｅｅ ｗｉｔｈ Ｂｅｃｋｙ♪♯」イメージ 

「ルミナストンネル」イメージ 
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●ラクーアエリア 

フルカラーで変化する高さ１０ｍ・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」のほか、全長 

約１４０ｍの光の回廊「ミルキーウェイ」、ＬＥＤで赤く実らせたイチゴの生育展示を取り入れた「ストロベリードー 

ム」、水面に揺らめくボール型イルミネーション「ルミナスドロップ」、樹木装飾「ジュエリーツリー」など、見所 

満載のエリアとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ミーツポートエリア 

東京駅のプロジェクションマッピングを手掛けたＮＡＫＥＤに 

よるインスタレーション「ＴＨＥ ＴＯＫＹＯ ＵＮＩＶＥＲＳＥ ｂｙ  

ＮＡＫＥＤ」を開催。樹木を星屑に見立て、惑星や宇宙空間を 

イメージしたプロジェクションマッピング搭載のオブジェを設置し、 

ミーツポートガーデン全体を宇宙空間として表現します。 

 

 

 

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、東京ドームシティ全体がイルミ 

ネーションに包まれます。 

 

◇東京ドームシティ ウィンターイルミネーション点灯式                         

【日  時】２０１５年１１月１０日（火） １７：００～ ※雨天決行・荒天中止 

【場  所】ラクーアガーデンステージ 

【内  容】ベッキー♪♯さんをゲストに迎え、イルミネーションの点灯と、トークショー・ミニコンサート 

を開催します。 

 

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 

「ミルキーウェイ」イメージ 

©NAKED Inc. 2015 

 「ＴＨＥ ＴＯＫＹＯ ＵＮＩＶＥＲＳＥ ｂｙ ＮＡＫＥＤ」イメージ  

「ストロベリードーム」イメージ 

 

「ルミナスドロップ」イメージ 

 

「ストロベリードーム」イメージ 

 

「ジュエリーツリー」イメージ 
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ビッグ･オー 

ウォーターシンフォニー 

◆東京ドームシティ アトラクションズ『ＬＯＶＥクリスマス２０１５』                                 

東京ドームシティ アトラクションズでは『ＬＯＶＥクリスマス２０１５』と題し、期間限定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実施します。 

 

◎期 間：２０１５年１１月１０日（火）～１２月２５日（金）※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（水・祝）～２５（金）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 

演出を実施します。 

 

スペシャルチケット   

●カップルパスポート 

１７：００以降、アトラクションが乗り放題で、「２人の愛が試される！？ ＬＯＶＥテス 

ト」参加キッ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：２０１５年１１月１０日（火）～１２月２５日（金）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 １,０３０円（４名様まで）＋乗車料金１名様につき８２０円 

◎対象日時：１２月２３日（水・祝）～２５日（金） 

１７：００～２１：３０（３０分単位で販売） 

◎販売場所：ラクーアチケットカウンター 

◎販売期間：１２月１日（火）～２２日（火）の開園～２０：３０ 
※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、ビッグ・オー最後尾にて１２：００から当日券を販売 

 

また、１１月１０日（火）～２０１６年２月１４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。 
※１２月２３日（水・祝）～２５日（金）を除く 

 

期間限定「アトラクションの特別演出」 

●大観覧車「ビッグ・オー」 

ゴンドラ内で流れる音楽にカップル向けのスペシャルプログラムをご用意し、  

クリスマスムードを盛り上げます。また、１２月２３日（水・祝）～２５日（金）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   

アイテム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。  

 

●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 

  

◇２人の愛が試される！？ＬＯＶＥテスト 

ＬＯＶＥテストは、園内をめぐりながら、あなたとパートナーについての質問に答え

るゲームです。ＬＯＶＥテストに合格するためには、出題されるクイズに２人が全て同

じ回答をすることが必要です。クリスマスの東京ドームシティで、２人の愛を試してみ

ませんか？テストを受ければ、お互いのことをさらに理解して、もっと相手のことを好

きになれるはず・・・！ 

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 
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◆ラクーア ショップ＆レストラン『ラクーア クリスマス』                            

ラクーアでは、２０１５年１１月２日（月）～１２月２５日（金）の期間、巨大クリスマスツリーやイルミネーションの輝

く光の演出を施すほか、サンタクロースが登場するイベントでクリスマスを盛り上げます。また、ラクーアで撮影し

たクリスマスの写真を投稿するとプレゼントが当たるキャンペーンを実施します。 
 

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はフォトスポットにも最適です。 

 

●ラクーアにサンタがやってくる！  [場所：ラクーア内] 

   ラクーア内をサンタクロースがクリスマスの挨拶をしながら回遊します。 

声をかけたり、記念撮影をお楽しみいただけます。 

◎日 時：２０１５年１１月２８日（土）、２９日（日）、１２月６日（日）、１３日（日）、１９日（土）、２０日（日） 

１５：００～／１６：００～／１７：００～／１８：００～ 各３０分 

 

●～光のまちからおくりもの～写真投稿でイチゴを当てよう。 [場所：ラクーア内] 

１１月２日（月）～１２月２５日（金）の期間、「ラクーアで見つけたクリスマス」を撮影し、ラクーア内のツリー

に隠されたハッシュタグを付けてＴｗｉｔｔｅｒまたはＩｎｓｔａｇｒａｍに投稿すると、抽選で１００名様に「光のまち徳島

県阿南市産のイチゴ」をプレゼントします。 
 

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 

 

◆黄色いビルのクリスマス『幸せの黄色いツリー』                                

２０１５年１１月１０日（火）～１２月２５日（金）の期間、黄色いビル２Ｆエレベーターホールに、ビルの名称にち

なんだ「黄色」をイメージカラーとした高さ３．５ｍの『幸せの黄色いツリー』が初登場します。 

また、ツリー横には、みんなの願いを込めたリボンが星になる”Ｗｉｓｈｉｎｇ Ｓｔａｒ”も設置します。期間中、 

黄色いビルのレジャー施設（宇宙ミュージアムＴｅＮＱ／６Ｆ、東京ドームボ

ウリングセンター／５Ｆ、 東京ドーム ローラースケートアリーナ／４Ｆ、スポ

ドリ！／３Ｆ）のいずれかを利用するともらえるリボンを”Ｗｉｓｈｉｎｇ Ｓｔａｒ”に

願いを込めて結び付けます。沢山のリボン（＝願い）が集まると大きな星が

出来上がります。 

 

◎期 間：２０１５年１１月１０日（火）～１２月２５日（金） 

◎時 間：平 日 ８：００～２２：３０ 

土日祝 ８：３０～２２：３０ 

※リボン配布 各施設営業時間に準じます 

◎料 金：無料  

※リボンは各施設利用者に無料で提供します 

 

 

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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◆『東京ドームホテルのクリスマス』                            

開業１５周年を迎えた東京ドームホテルでは、２０１５年１１月１０日（火）～１２月２５日（金）の期間、１Ｆロビーに高

さ６ｍのクリスマスツリーを設置し、クリスマスを艶やかに彩ります。また、総料理長 鎌田昭男によるクリスマス

スペシャルディナーコースや各レストランの限定特別メニューなどをご用意します。 
 

東京ドームホテルのクリスマスツリー 

２０１５年１１月１０日（火）～１２月２５日（金）の期間、１Ｆエントランス   

ロビーには、クリスマスカラーの赤を基調とした高さ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。華やかに

輝くツリーがクリスマスムードを盛り上げます。 
 

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 ２０１５” 

２０１５年１２月２３日（水・祝）と２４日（木）の２日間限定で、４２Ｆ「スカイバンケット」において、都心の夜景や

生演奏とともに、鎌田総料理長による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：２０１５年 １２月２３日（水・祝）  １８：００～／１８：３０～ 

 １２月２４日（木） 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 

・クリーミーなリゾットにキャビアと季節のイカ飾り ジューグラ 

・フォワグラのコンソメトリュフ風味 トリュフのクロケット添え 

・オマール海老と野菜バトンのフリカッセ モリーユ風味 香草飾り 

・鬼北雉のフォワグラ詰のバトー仕立て トリュフのジュー 栗かぼちゃのピューレ添え  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 

※２０１５年１１月４日（水）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からの煌めく夜景とともに、クリスマス限定メニュー「Ｍｅｎｕ ｄｉ Ｎａｔａle」と

生演奏によるクリスマスソングのライブステージで、特別な夜をお過ごしいただけます。 

◎日  時：２０１５年１２月２２日（火）～２５日（金） 

１部 １８：００～／１８：３０～ 【２時間制】 

２部 ２０：３０～／２１：００～ 【２時間制】 

◎料  金：「Ｍｅｎｕ ｄｉ Ｎａｔａle」 

          お一人様 １５,１２０円（サービス料別・要予約） ※グラスシャンパーニュ付き 

※バルコニーシートをご利用の場合１６,２００円（サービス料別・要予約） 
 

●ダイニング「ドゥ ミル」（６Ｆ） 

木の温かみを感じる落ち着いた雰囲気のなか、国産牛やラングスティーヌ、     

キャビア、フォワグラ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：２０１５年１２月１９日（土）～２６日（土） 

１７：００～２２：００（ラストオーダー２１：００） 
※１２月２３日（水・祝）～２５日（金）【２時間制／２部制】 

◎料  金：「Ｍｅｎｕ ｄｅ Ｂｒｉｌｌａｎｔ」 お一人様 １６,２００円（サービス料別・要予約） 
 

 

 

 

 

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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東京ドームホテル クリスマスケーキ２０１５  

東京ドームホテルでは、世界の洋菓子大会で受賞歴のある当ホテルのシェフ ド パティシエ 伊藤路春が監

修するクリスマスケーキの予約受付を開始します。 

“年に１度のクリスマスがたくさんの笑顔で溢れますように・・・”をテーマに、

今年は５種類のクリスマスケーキをご用意しました。また、ホテル開業１５周

年を記念して“１５種類”のフルーツを贅沢に使用し、クリスマスを一層華や

かに演出する『キャーンズ・フリュイ・ノエル』を台数限定で販売します。 

 

◎予約期間：２０１５年１１月１日（日）１１：００～１２月１８日（金）２０：００ 

◎予約方法：電話 または ご来店にてご予約 

         ３Ｆ スーパーダイニング「リラッサ」  ＴＥＬ．０３－５８０５－２２７７ 

◎引き渡 し：同店にて２０１５年１２月１９日（土）１１：００～１２月２５日（金）２０：００の期間引き渡し 

 

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 ２０１５』               

 東京ドームホテルでは、２０１５年１２月２３日（水・祝）にウルトラ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 ２０１５』を開催します。 

本年は、テレビ東京系列「新ウルトラマン列伝」にて放送中の「ウルトラマン

Ｘ」に登場している最新ヒーロー、ウルトラマンエックスをはじめ、ウルトラヒー

ロー達が繰り広げる迫力満点のショーをお楽しみいただけます。さらに、数多

くのウルトラマンシリーズ主題歌を担当するヴォーカルユニット「ボイジャー」も

出演します。 

 

◎日   時：２０１５年１２月２３日（水・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、オリジナルクリスマスショー、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、 

オリジナルクリスマスショー（ボイジャー、ウルトラマンエックス他）、 

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のみ） 

◎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） 

 

 

 
©円谷プロ 
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◆『妖怪ウォッチ もんげ～！冒険タウン ｉｎ 東京ドームシティ』                                

２０１５年１１月３日（火・祝）～２０１６年１月１１日（月・祝）の期間、お子様を中心に大人気の「妖怪ウォッチ」

の世界を体感できる「妖怪ウォッチ もんげ～！冒険タウン 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で人気の妖怪“ジバニャン”や 

新キャラクター“ＵＳＡピョン”などから好きな妖怪を選んで集めて、特製メダルを使って妖怪を召喚する、妖怪 

ウォッチの世界をお楽しみいただけます。 

 

◎期 間：２０１５年１１月３日（火・祝）～２０１６年１月１１日（月・祝） 

◎時 間：１１：００～１８：００ 

      ※１７：００受付終了 

      ※期間中の土日祝日と１２/２８（月）～１/８（金）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：「もんげ～！冒険タウン」参加料 １,２００円   

           ※ワンデーパスポート購入の場合は８００円 

◎定 休 日：なし 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://at-raku.com/youkai2015/ 

◎内 容： 

もんげ～！冒険タウン 

スタート地点で渡されるイベント特製の「妖怪ウォッチ」とマップを手に、東京ドー

ムシティ アトラクションズ内で、人気の妖怪“ジバニャン”、“コマさん”や、新キャラク

ター“ＵＳＡピョン”など（全１２匹）から好きな妖怪３匹を選んで集めるラリーイベント。

妖怪を集めてから「ケータくんのおうち」に行くと、特製メダルで好きな妖怪１匹を召

喚できます。 

また、「おおもり山」で友達になれるレジェンド妖怪１匹を合わせ、集めた全４匹の

妖怪と一緒に写った記念写真を、特製台紙に入れてプレゼントします。 

 

妖怪ウォッチ バラエティーショー 

ラクーアガーデンステージで、人気の妖怪“ジバニャン”が 

ゲームやダンスを行い、会場を盛り上げます。１１月１４日（土）は

“ＵＳＡピョン”、１月２日（土）は“コマさん”も登場します。 

◎開 催 日：２０１５年１１月１４日（土） 

２０１６年１月２日（土） 

◎時 間：１１：００～、１５：００～ 

◎場 所：ラクーアガーデンステージ 

◎料 金：無料 

 

 

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 

ファミリーイベント情報 

©Ｌ５/ＹＷＰ・ＴＸ 

©Ｌ５/ＹＷＰ・ＴＸ 

 

 

イベント特製 妖怪ウォッチ 

©Ｌ５/ＹＷＰ・ＴＸ 
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◆『ウルトラヒーローズＥＸＰＯ ２０１６ ニューイヤーフェスティバル ＩＮ 東京ドームシティ』                                

プリズムホールでは、２０１５年１２月３１日（木）～２０１６年１月１１日（月・祝）の期間、『ウルトラヒーローズ

ＥＸＰＯ ２０１６ ニューイヤーフェスティバル ＩＮ 東京ドームシティ』を開催します。

ウルトラヒーローたちが活躍する大迫力のライブショー「ウルトラマンバトルステー

ジ」には、新シリーズ『ウルトラマンＸ（エックス）』の最新ヒーロー・ウルトラマンエッ

クスが登場するほか、期間中、ウルトラマンエックスに変身する大空大地隊員役・

高橋健介さんが全ステージへ出演します。 
 

◎期 間：２０１５年１２月３１日（木）～２０１６年１月１１日（月・祝） 

◎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：おとな（中学生以上） ／当日券 １,９００円 （前売券 １,７００円） 

バトルステージ指定席付当日券 ２,４００円 （前売券 ２,２００円） 

こども（３歳～小学生）／当日券 １,３００円 （前売券 １,１００円） 

バトルステージ指定席付当日券 １,８００円 （前売券 １,６００円） 

親子ペア券（前売のみ）／前売券 ３,０００円 （缶バッジセット付） 

バトルステージ指定席付前売券 ４,０００円 （缶バッジセット付） 
 

※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ご観覧いただけます 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://m-78.jp/prism/ 

◎T w i t t e r：http://twitter.com/m78_prism 

◎主な内容： 

ウルトラマン バトルステージ 

ウルトラマンエックスなどウルトラヒーローたちが、熱い戦いを繰り広げます。 

●座 席 数：約８００席／指定席約４５０席 ※指定席はお１人様別途５００円 ※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】 １２／３１、１／１、５～１１ 計９日間  

①１０：３０～ ②１２：００～ ③１３：３０～ ④１５：００～ 

【５回公演日】 １／２、３、４ 計３日間  

①１０：００～ ②１１：１５～ ③１２：３０～ ④１４：００～ ⑤１５：１５～ 

※１公演 約４５分 
 

ウルトラショット（有料） 

ウルトラヒーローがタッグを組んで登場するなど、ウルトラヒーローと一緒に記念撮影を行うことができます。 
 

Ｘｉｏコーナー・なりきりムービー（一部有料） 

Ｘｉｏ指令本部再現や、ウルトラヒーローになれる自分だけのＤＶＤを作ることができます。 
 

ウルトラゲーム・フードコーナー（有料） 

イベント限定の景品が手に入るゲームコーナーや、お休み処も兼ねたフードコーナーなどを展開します。 
 

キング神社（一部有料） 

キング神社で新年の初詣。特製絵馬を飾ることができます。 
 

ウルトラマンデパート  

イベント会場限定グッズなど盛りだくさんの販売コーナーです。１月１日はウルトラマン福袋を販売します。

（各グッズの数には限りがございます。） 
 

※内容は一部変更となる場合がございます 
 

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 

 ©円谷プロ 
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©2015 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

◆手裏剣戦隊ニンニンジャーショー シリーズ第４弾 

                             『負けられない戦い！ザ・超絶！忍術合戦！！』 

シアターＧロッソでは、スーパー戦隊シリーズ３９作目となる「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４弾を、２０１６年１月３日（日）まで開催しています。 

「ラストニンジャ」を目指す６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、シアターＧロッソで熱い戦いを繰り広げます。 

また、１１月以降の特定日には素顔の戦士出演特別公演を開催します。 

 

◎期 間：２０１５年９月１９日（土）～２０１６年１月３日（日）の土日祝 

※１２／２６（土）～１／３（日）の期間は毎日公演 

◎特別公演：１１月１日（日）、１４日（土）、２２日（日）、２８日（土）、 

１２月５日（土）、６日（日）、１９日（土）、２０日（日）、 

１月２日（土）、３日（日） 計１０日６０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） 

         特別公演 １,９００円（３歳～小学生）、２,４００円（中学生以上） 

             ※特別公演は握手会・撮影会の開催はございません 

             ※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） 

 

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 

 
 

◆『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達が考案したプログラムでお子様の運

動能力をチェックするイベントとなっています。“遊びの動き”の中で、楽しみながらお子様の基礎的な運動能力

を確認できます。 

 

◎期 間：２０１６年１月１２日（火）～１５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！」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、反射神経や瞬発力などの運動能力を 

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） 入館料 ９３０円 

  

お客様からのお問い合わせ先：アソボ～ノ！ ＴＥＬ.０３－３８１７－６１１２ 
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◆『ふるさと祭り東京２０１６－日本のまつり・故郷の味－』                                

東京ドームでは、『ふるさと祭り東京２０１６－日本のまつり・故郷の味－』を、２０１６年１月８日（金）～１７日

（日）の１０日間開催します。 

８度目の開催となる今回は、日本一の高さを誇る２４．１ｍの城郭型灯篭（じょうかくがたとうろう）、秋田県

『能代七夕「天空の不夜城」』が東京ドームのお祭りひろばに初登場します。また、来場者アンケートで「見たい

お祭り」Ｎｏ．１に選ばれた、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』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１１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「スペシャルフライデーナイト」や「女子が嬉しいはっぴーあわー」など、平日の夜もお得にお楽しみいた

だける特別企画を多数ご用意します。 

 

◎期 間：２０１６年１月８日（金）～１７日（日） 

 １月 ８日（金） １１：００～２１：００ 

 １月 ９日（土）～１１日（月・祝） １０：００～２０：００ 

 １月１２日（火） １０：００～１９：００ 

 １月１３日（水）～１５日（金） １０：００～２１：００ 

 １月１６日（土） １０：００～２０：００ 

 １月１７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） 

【割引チケット】 
平日限定券    １,３００円（前売券 １,０００円） 

イブニング券   １,１００円／公式ＨＰにて販売。当日券は１６：００以降会場窓口にて販売 

       ※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７回全国ご当地どんぶり選手権 

７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。前回上位の４つのシードどんぶりと、予選会を 

勝ち抜いた１１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。また、過去の選手権で２度のグランプリ受賞を果たした「うにめし丼」（北海道）は、その快 

挙を称え「殿堂入りどんぶり（殿丼
でんどん

）」として出展します。 

  

 

 

 

 

東京ドームイベント情報 

●シードどんぶり 

志布志発 かごしま黒豚三昧 
志布志いい肉食べさせ隊 

（鹿児島県） 

●シードどんぶり 

十勝牛とろ丼 
（株）円らく 

（北海道） 

●シードどんぶり 

八戸銀サバトロづけ丼 
日本で唯一のサバ料理 

専門店サバの駅（青森県） 

●殿堂入りどんぶり（殿丼） 

うにめし丼 
食堂丸善 
（北海道） 

●シードどんぶり 

寒ブリ漬け丼(熱めし丼) 
豊後水道かまえ直送活き粋船団 

（大分県） 
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ふるさとの祭り 

日本一の高さ２４．１ｍの城郭型灯篭『能代七夕「天空の不夜城」』

（秋田県能代市）や、跳人（はねと）の演舞とともに勇壮な山車を豪快

に曳き回す『青森ねぶた祭』（青森県青森市）など東北地方を代表す

るお祭りのほか、『高知よさこい祭り』（高知県）、『沖縄全島エイサー

まつり』（沖縄県）など全国各地のお祭りが会場を盛り上げます。 
 

水・木・金の夜は東京ドームで飲もう！ 

開催期間中の水・木・金曜日（１月８日・１３日・１４日・１５日）は、全国の３００を超えるご当地の逸品と、

１００種類以上の地酒・地ビールを、仕事帰りなどのお客様に気軽にお楽しみいただけるよう、２１：００まで

営業時間を延長し、曜日ごとに特別企画を実施します。 

水曜日（１３日）は「女子が嬉しいはっぴーあわー」と題し、前回大好評だった「ゆるキャラ®ふれあいひろ

ば」開催に加え、新企画「みんなで踊れるはっぴーステージ」では、青森ねぶた囃子をはじめとするお祭り

に一緒に踊ってご参加いただけるほか、女性限定でお祭り衣装の貸し出しも予定しています。 

木曜日（１４日）は学生のお客様限定で、１６時以降入場可能な「イブニング券（通常１,１００円）」を 

１,０００円に割引して販売します。※当日券売場にて学生証の提示が必要です 

金曜日（８日・１５日）は「スペシャルフライデーナイト」と題して、巨大な夜祭り会場となった東京ドーム 

で、迫力あふれるお祭りステージをご堪能いただけます。 
 

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」、「イケ麺スタンプラリー」 

など、日本各地の味を楽しめる企画が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１５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３５０万人を超える日本最大のキルトの祭典が、２０１６年１月２１日

（木）～２７日（水）の７日間、東京ドームで開催されます。 

今回の特集企画は、斉藤謠子「ピーターラビット™の世界」です。作家、ビ

アトリクス・ポターの生誕１５０周年を記念し、キルト作家の斉藤謠子さんと

そのグループが美しい原画をもとに、ピーターラビットの世界を５０点のキ

ルトで表現します。 

この他にも、１９世紀を代表する英国のデザイナー、ウィリアム・モリスの

特別企画など、キルトファンのみならず楽しめる内容となっています。 
 

※「ピーターラビット™」は、英国フレデリック・ウォーン・アンド・カンパニー・リミテッドの 

登録商標または商標です 
 

 

◎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、駐日英国大使館貿易・対英投資部、 

ＮＨＫ出版、ＮＨＫ文化センター 

◎期 間：２０１６年１月２１日（木）～２７日（水） [７日間] 

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 

キルト制作：斉藤謠子 

青森ねぶた祭 
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◆スパ ラクーア『忘新年会プラン』                                                  

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーアでは、２０１５年１１月１１日（水）～２０１６年１月３１日（日）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。肉と野菜をたっぷりの大根おろしで食す冬ならではの 

鍋コースをはじめ、香草や野菜を使った女子会向けのヘルシーなメ 

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。 

 

◎期 間：２０１５年１１月１１日（水）～２０１６年１月３１日（日）   

◎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」 

    ●「但馬
た じ ま

ひな鶏と犬鳴
いぬなき

豚の京都雪見鍋コース」 ７,０００円 ［全６品］（４～４６名様･２時間制） 

      但馬ひな鶏と犬鳴豚を豊富な野菜とともに、たっぷりの大根おろしと食す冬を感じて味わえるコース 

です。 

■アジアンエスニックレストラン 「ロータス ムーン」  

●「お手軽籠盛り宴会コース」 ４,５００円 ［全４品］（２～１５名様･２時間制） 

人気のアジアンエスニック料理を、リーズナブルにいろいろな種類を味わえるメニューは、女子会や 

ランチにもおすすめです。 
 

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 

 

◆宴会キャンペーン『楽宴会 ＲＡＫＵ－ＥＮＫＡＩ』                                         

東京ドームシティでは、忘年会＆新年会シーズンに向け、お得に宴会が楽しめる２種類のキャンペーンをご用

意しました。和食から洋食、中華まで、お好みに応じてお楽しみいただけます。 

 

◎期 間：２０１５年１１月１６日（月）～２０１６年１月３１日（日） 

◎対象店舗：ミーツポートエリア （７店舗） 

北のぽん太、Ｂａｒｃｏ、ＥＮＯＴＲＩＡ Ｄｉａｎａ、神楽坂茶寮、セレブ･デ･トマト、叙々苑、和食えん 

東京ドーム外周 （７店舗） 

カプリチョーザ、銀蔵、嘉賓、ヱビスバー、プロント、ＴＧＩ ＦＲＩＤＡＹＳ、ＭＬＢ café ＴＯＫＹＯ 

ラクーアエリア（５店舗） 

韓美膳、紅虎餃子房、春風萬里、マルデナポリ、ＢＵＢＢＡ ＧＵＭＰ ＳＨＲＩＭＰ ＴＯＫＹＯ 

◎内 容： 

宴会・パーティーキャンペーン 

ご案内を見てご予約された方に、ご予約特典としてご利用の代金の１０％相当額をチケットバック。 

※ご利用金額１０,０００円以上のご宴会に限る（チケットバックは上限５,０００円まで） 

忘年会＆新年会でプレゼント 

忘年会期間（１１／１６～１２／３１）と新年会期間（１／１～１／３１）、それぞれご利用３,０００円ごとに 

１スタンプを押印します。スタンプを集めて応募すると、スタンプ数に応じて抽選でプレゼントがあたります。 

・２スタンプ 国内旅行（２組４名様）、ＴＤＣグルメチケット５０,０００円分 （１０名様） 

・１スタンプ ＴＤＣグルメチケット１０,０００円分（１０名様）、スパ ラクーアペア入館券（１０組２０名様） 

※２スタンプにつきましては、忘年会と新年会は異なる店舗をご利用いただいた方が対象になります 
 

「但馬ひな鶏と犬鳴豚の京風雪見鍋コース」イメージ 

その他 

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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昨年の様子 

 

◆宇宙ミュージアムＴｅＮＱ
テ ン キ ュ ー

 第５回企画展 『宇宙のしごと人
びと

-ＪＡＸＡと仲間たち』            

宇宙ミュージアムＴｅＮＱでは、２０１５年１１月７日（土）～２０１６年２月２８日（日）までの期間、企画展示室に

て第５回企画展『宇宙のしごと人
び と

-ＪＡＸＡと仲間たち』を開催します。 

本企画展では、宇宙従事者の姿や私たちの身近な生活で使用されている宇宙技術などをＴｅＮＱならではの

視点で紹介し、日本の宇宙航空分野を牽引するＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）を中心に、民間にも拡がる“宇

宙のしごと”の現状や魅力をお伝えします。 
 

◎期 間：２０１５年１１月７日（土）～２０１６年２月２８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） 
※年中無休（整備休館・営業時間変更の場合あり） 
※特定日はＧＷおよび春夏冬休み、など 
１２／２８～３０ １０：００～２１：００（最終入館２０：００）、 

１２／３１～翌年１／４ １０：００～２０：００（最終入館１８：４５） 

◎場 所：ＴｅＮＱ内「企画展示室」 

◎ＴｅＮＱ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 
※前売２００円引き（公式サイトからのオンライン、またはセブンチケットにて前日迄に購入） 
※チケットは日時指定制、４歳未満の入館不可 

◎主な内容： 

宇宙従事者の姿や言葉に迫る 

宇宙従事者についてのデータをインフォグラフィックなどにまとめ表現するほか、宇宙飛行士、研究者や技

術者、宇宙産業関係者や宇宙従事者を支える人々などの横顔を、エピソードや直筆メッセージとともに紹介し、

彼らの“宇宙のしごと”に対する想いや信念にふれていただけます。JAXA宇宙飛行士 若田光一さん ほか。 
 
身の回りの宇宙開発 

米・ダイヤカット缶・さんま漁を取り上げ、私達の生活に身近な衣食住に関わる宇宙技術について、関連

企業や商品、関係者へのインタビューなどを紹介します。 

 

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２０１５』                         

（公財）野球殿堂博物館では、２０１５年１１月１７日（火）～２０１６年１月１７日（日）まで、企画展『日本野球ポス

ター展２０１５』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、２０１５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、２０１５年の日本野球界の出来事 

を振り返ります。また、会場にて「日本野球ポスター２０１５総選挙」とし 

て、出品されたポスターの人気投票を実施します。 

 

◎期 間：２０１５年１１月１７日（火）～２０１６年１月１７日（日） 

◎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 



  

 

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１０月２９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！ 

 

 
ＴｅＮＱ（テンキュー） 

 

 

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 

 

スポドリ！ 

 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 

ミーツポート 


