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※本資料に記載の価格は全て消費税込です。 
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ダイヤモンドボックスシートイメージ 

 

 

 

◆東京ドーム大規模リニューアル                                           

㈱東京ドームは、２０１６年１２月に創立８０周年を迎えます。その周年記念事業として、東京ドーム（１９８８年

に開業）初となる大規模なリニューアルを３年にわたって実施します。「美」と「機能」をコンセプトに、快適性・安

全性の向上、付加価値の高い商品・サービスの導入、省エネルギーの推進および環境負荷の低減など、東京

ドーム内および周辺環境の整備を行います。 
 

◎工事期間：２０１６年１月～２０１９年１月 
※営業を継続しながら段階的に実施 
※２０１６年度のリニューアル工事による休業期間は 

２／２９（月）～３／１３（日）の１４日間を予定 

◎内 容： 
 

付加価値の高い２種類のシートを新設 

スタジアムでは日本初となるレザークロス（人工皮革）仕様の 

シートをゆったりとした間隔で設置します。ダイヤモンドボックス、 

チャンピオンシート（共に巨人戦における名称）の２種類があり、 

今までにない上質かつ落ち着いた環境で試合観戦や各種イベン 

トをお楽しみいただけます。 

●設置場所：東京ドーム１階内野観客席（バックネット裏） 

●更新時期：２０１６年１月～３月 
 
内野観客席を全席改良 

１階席は背もたれと座面にパットを装着、また、１・２階席とも角 

度などの形状を変更することで膝前スペースを従来比約１．５倍 

拡張し、快適性を向上させます。 

●更新時期：第１期（２０１６年１月～３月） １階内野席 約２０,０００席 

第２期（２０１７年１月～３月） ２階内野席 約１４,０００席 
 
アリーナ照明のＬＥＤ化 

省エネルギーの推進および環境負荷の低減と演出効果の高い照明環境の実現を目指し、アリーナ内 

の全照明をＬＥＤに更新します。 

●更新時期：２０１６年３月（外野側）／２０１７年３月（内野側） 

●投 光 器：ＬＥＤ約７００灯（変更前 ＨＩＤ 約１,２００灯） 
 
最新の音響システムを導入 

メインスピーカーとして、バックスクリーン横に常設で最新のラインアレイスピーカーを２２台設置します。

スタジアムとしては世界初の試みです。 

●更新時期：２０１６年３月（外野側）／２０１７年３月（内野側） 

●スピーカー：約１１０台（変更前 約１４０台） 
    
   温水洗浄機付きトイレの設置 

お客様に快適にご利用いただくため、温水洗浄機能付き便座を東京ドーム内の全トイレに設置します。 

●更新時期：２０１６年３月 

●設 置 数：１階～４階 約２３０箇所 
  

周辺環境の整備 

東京ドーム周辺の緑地化や人工地盤の整備、エレベーターおよび階段の新設、公衆トイレの改修、外

灯の増設・ＬＥＤ化等の環境整備を行い、安全・安心な街づくりを推進します。 

●更新時期：２０１６年２月～２０１９年１月 
 

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 野球関連 

観戦イメージ 
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◆『東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１６』                                      

東京ドームシティでは、２０１６年３月１９日（土）～２７日（日）の期間、 『東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭  

２０１６』を開催します。今回は、高さ３ｍ超の「ＧＩＡＮＴＳ“一新”だるま」が登場。読売巨人軍の日本一を祈願して 

目入れ式を行い、期間中を通してファンの皆様をお迎えします。さらに、高橋由伸監督の入団から監督に就任 

するまでの軌跡を辿るスタンプラリーなど、多彩なイベントを実施します。 

 

◎名 称：東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１６ 

◎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：２０１６年３月１９日（土）～２７日（日）  

◎場 所：東京ドームシティ全域 

◎料 金：無料 

◎内 容：    

ＧＩＡＮＴＳ“一新”だるま 

読売巨人軍の２０１６年スローガン、“一新”の文字をまとった高さ３ｍ超の巨大だるまが登場し、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        
 

ジャイアンツスクエア～開幕祭スペシャルステージ～  

・「ＧＩＡＮＴＳ“一新”だるま」の目入れ式 

読売巨人軍の日本一を祈願して、高橋由伸監督による巨大だるまの「目入れ」を行います。 

【場 所】東京ドーム２２ゲート前 特設ステージ 

【日 程】３月１９日（土） ※雨天時は３／２０（日・祝）～２１（月・振）の期間に順延、出演者が変更になる場合あり 

・Ｇ戦士スペシャルトーク 

開幕を目前に、選手が今シーズンへの意気込みを語ります。また、ヴィーナスの新メンバー紹介や 

大抽選会などのイベントを行います。 

【場 所】東京ドーム２２ゲート前 特設ステージ 

【日 程】３月２０日（日・祝）／２１日（月・振） ※雨天時は、中止となる場合あり 

                                    ※目入れ式が順延となった場合、内容変更あり 
 

由伸監督の軌跡スタンプラリー 

東京ドームシティを回り、高橋由伸監督の入団から監督に就任するまでの軌跡を辿るスタンプラリー。 

スタンプを集めてゴールすると、もれなく開幕祭特製ピンバッジがもらえるほか、抽選で「選手に会える 

権利」などの賞品が当たります。 

【場 所】東京ドームシティ全域 
 

Ｇ戦士のぼり旗 

選手達ののぼり旗を掲げ、開幕を一層盛り上げます。 

【場 所】東京ドーム周辺 

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

２０１６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。今年は、毎年好評の「選手プロデュース弁当」に加え、球団史上初の「監督プロデュース弁当」も登場し

ます。また、お子様に大人気の「じゃびっとべんとう」には、お土産としても嬉しい巾着袋が付いてくるほか、お弁

当以外の選手プロデュースグルメも新たに販売予定です。 

そのほか、東京ドームをイメージした「ドームメロンパンサンド」など、野球観戦とともに美味しいグルメをお楽

しみください。 

 

監督・選手プロデュース弁当  

毎年好評の「選手プロデュース弁当」に今年は亀井選手・鈴木選手が登場するほか、球団史上初の「監督プ

ロデュース弁当」が新たに加わります。 

それぞれのこだわりがみられるお弁当 

は、どれを選んで良いか迷ってしまいそうで

す。また、お弁当ごとに選手自筆（コピー）の

お品書きも入っており、観戦に来るたびに集

めるのも楽しいお弁当となっています。 

 

◎発 売 日：３月１９日（土） 

◎販売場所：東京ドーム内売店 ※巨人戦開催時 

◎価 格： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

じゃびっとべんとう 

監督・選手に負けない人気の「じゃびっとべんとう」が、今年もリニューアルして登場します。前半と後半の期

間で内容が変わる「じゃびっとべんとう」は、お子様ランチをイメージしたジャビットの大好物づくしのお弁当です。

ノベルティの巾着も前半と後半でデザインが変わるので、二度お楽しみいただけます。 

◎発 売 日：３月１９日（土） 

◎販売場所：東京ドーム内売店 ※巨人戦開催時 

◎価 格：１,３５０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

監督・選手名 商品名 価格 

高橋 由伸 高橋監督 こだわり鶏と黒毛和牛のプレミアム弁当 ２,０００円 

坂本 勇人 キャプテン坂本勇人のジャストミートよくばり弁当 

１,５５０円 

亀井 善行 抹茶塩が亀井流！！こだわり天ぷら御膳 

阿部 慎之助 最高です！！あべんとう～グアムＢＢＱスタイル～ 

鈴木 尚広 とし子ちゃん特製！！豚ロースの味噌漬け弁当 

菅野 智之 エース菅野智之 勝利の生姜焼おにぎり弁当 

内海 哲也 内海哲也の本格！！中華どストライク弁当 

≪前半≫３月１９日（土）～６月３０日（木） ≪後半≫７月５日（火）～シーズン終了 
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選手プロデュースグルメ 

★長野久義のＨａｖｅ パン Ｈａｖｅ ｆｕｎ（９８０円） 

「パン屋さんになりたい」という長野選手の子供の頃の夢が、選手会長とし

ての合言葉「Ｈａｖｅ ｆｕｎ」とともに、プロデュースグルメで実現します。パンや

具材はもちろん、食べやすさやネーミングにまで長野選手のこだわりが見ら

れるサンドウィッチをご提供します。 
 

★杉内俊哉の熱辛！！マーボー丼（９８０円） 

杉内選手は大好物である麻婆丼をプロデュースしました。何種類もの麻

婆豆腐の中からご本人が試食を重ね、「飲み物にも合うように」とピリ辛の味

付けをチョイスしました。付け合せの春巻きは、麻婆豆腐との相性バッチリ・

ボリューム満点です。 
 

◎発 売 日：３月１９日（土） 

◎販売場所：東京ドーム内売店 ※巨人戦開催時 
 

ドームメロンパンサンド 

サクッと焼いたメロンパンにレタスとポークリブをはさみ、ハニーマスタード 

ソースで仕上げました。レタスは人工芝、ポークリブはグラウンドの土を、そし

てメロンパンは東京ドームの屋根を表現した、見た目も楽しい商品です。絶妙

な味わいに、昨年の登場以降、リピーター続出の隠れ人気メニューです。 

◎販売場所：東京ドーム内売店 

◎価 格：５７０円 

※こちらの商品はすでに販売中です 

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 

 

◆新店舗「ＯＵＴ ＦＩＥＬＤ ７ ＢＡＲ」外野にＯＰＥＮ                                 

外野レフト側にある売店が、バーとしてリニューアルオープンします。お酒

の種類はもちろん、パスタやジャンバラヤなどフードメニューも充実していま

す。おしゃれなレンガ模様が目印の「ＯＵＴ ＦＩＥＬＤ ７ ＢＡＲ」に立ち寄り、

今までとは違う野球観戦の雰囲気をお楽しみください。 
 

◎オープン日：２月２７日（土） 

◎場 所：東京ドーム内 外野レフト側 

◎メニュー例： 

 

 

 

 

 

 

 

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 

杉内俊哉の熱辛！！マーボー丼 

長野久義のＨａｖｅ パン Ｈａｖｅ ｆｕｎ 

ドームメロンパンサンド 

メキシカン風ジャンバラヤ（８２０円） じっくり煮込んだビーフシチュー（９００円） クリーミーボロネーゼパスタ（７８０円） 

ドームメロンパンサンド 
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◆東京ドームホテル『巨人戦観戦宿泊プラン ２０１６』                                

東京ドームホテルでは、開幕戦から６月３０日（木）までの試合を対象とした『巨人戦観戦宿泊プラン ２０１６』

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：２０１６年東京ドーム 巨人公式戦開催日 

※７／５（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〕５／１１（水）１０：００～ 〔電話予約〕５／１８（水）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日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 １８,６００円～４１,６００円 

Ａ席 １７,６００円～２７,７００円 

Ｂ席 １５,９００円～２５,３００円 

※３／２６（土）、２７（日）のＳ席のプランはございません 

※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・Ａ席（１塁側・３塁側）、Ｂ席（１塁側）の指定ができます 

※席種により電話予約限定、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/giants/ 

◎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 
 

◆野球殿堂博物館 連盟創立８０年記念特別展『草創期のプロ野球』                    

（公財）野球殿堂博物館では、２０１６年３月１５日（火）～５月２９日（日）の期間、連盟創立８０年記念特別

展『草創期のプロ野球』を開催します。現在のＮＰＢの前身である日本職業野球連盟が１９３６年に創立し今

年で８０年を迎えることから、これを記念し、プロ野球創立から戦争を経て、戦後の２リーグ分立にいたる１９５

０年代までの日本プロ野球草創期の歴史を振り返ります。ふだんご紹介する機会の少ない草創期のプロ野

球の珍しい写真や実物資料を多数展示する予定です。 
 

◎名 称：連盟創立８０年記念特別展『草創期のプロ野球』 

◎期 間：２０１６年３月１５日（火）～５月２９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 （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：草創期のプロ野球の珍しい写真や実物資料 など 

 

※２／２９（月）～３／１４（月）の期間は休館 

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 

１９３７年 ナゴヤ軍ユニホーム 

 



7 

 

 

 

 

◆動物戦隊ジュウオウジャーショー シリーズ第１弾  

                   『動物戦隊ジュウオウジャー シアターＧロッソに現る！！』                                              

記念すべきスーパー戦隊シリーズ４０作目となる新ヒーロー「動物戦隊ジュウオウジャー」（テレビ朝日系列）

のヒーローショー第１弾を、２０１６年３月１２日（土）より｢シアターＧロッソ｣にて開催します。 

動物学者の風
かざ

切
き り

大和
や ま と

と４人のジューマンたち「動物戦隊ジュウオウジャー」が、宇宙の無法者集団デスガリ

アンに決戦を挑む！動物の能力を持った５人のヒーローが、シアターＧロッソで大迫力の戦いを繰り広げます。 

 

◎名 称：動物戦隊ジュウオウジャーショー シリーズ第１弾 

『動物戦隊ジュウオウジャー シアターＧロッソに現る！！』 

◎期 間：２０１６年３月１２日（土）～４月１７日（日）の土日祝日 

※３／１９（土）～４／３（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 

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

◎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：ＵＲＬ http://eplus.jp/hero/ 

ＴＥＬ 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：幼き頃、運命の出会いにより、ジューマンたちが住むジューランドへの鍵「リンクキューブ」を 

手にした動物学者の風切大和（かざきりやまと）。 

人間界とジューランドをつなぐ扉は、今開かれた！ 

地球を狙うブラッドゲームを仕掛けるデスガリアンから地球を守るために、人間と４人の 

ジューマンが手を結ぶ！！ 

「この地球（ホシ）を、ナメんなよ！！」 

本能覚醒！動物戦隊ジュウオウジャー シアターＧロッソに現る！ 

 

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 

東京ドームシティ アトラクションズ関連 

©2016 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 



8 

 

★ホットドッグスタンド  

ジュウオウジャー指人形（イメージ） 

©2016 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

©2015 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

前回の屋内型アトラクション 

「ニンニンランド」 

★東京宝島  

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 

 

◆動物戦隊ジュウオウジャー『ヒーローメニュー』、『オリジナルグッズ』                               

東京ドームシティ内の「ホットドッグスタンド」、「Ｂａｒｃｏ」、「ＭＬＢ ｃａｆé ＴＯＫＹＯ」では、「動物戦隊ジュウオウ

ジャーショー シリーズ第１弾」がスタートする２０１６年３月１２日（土）より、動物戦隊ジュウオウジャー指人形

付きの『ヒーローメニュー』を販売します。また、「ホットドッグスタンド」ではポップコーンバケツ、「東京宝島」では 

せんべいなど、ジュウオウジャーの『オリジナルグッズ』を販売します。 

 

指人形付きジュウオウジャーヒーローメニュー 
   ※指人形は１メニューにつきイーグル・シャーク・ライオン・エレファント・タイガーの内どれか 1 個プレゼント（指人形の種類は選べません）  

 

 

 

 

★ホットドッグスタンド                ★Ｂａｒｃｏ                ★ＭＬＢ ｃａｆé ＴＯＫＹＯ  

 

 

 

 

 

 

 

  
ジュウオウジャーオリジナルグッズ ※指人形は付きません 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 
 

◆『ジュウオウランド』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、「動物戦隊ジュウオウジャー」をテーマにした屋内型

アトラクション、『ジュウオウランド』がオープンします。 

“イーグルジャンプ”・“キューブ迷路”・“ジャングルトンネル”・“アニマルステップ”が体験できる「野性解放！ 

コーナー」や「ソフト積み木コーナー」、「ふわふわコーナー」、ジュウオウジャーのグッズが揃う「プレイコーナー」

の４つのエリアで体を動かしたり、おもちゃを使って遊んだり、ジュウオウ

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：２０１６年３月１９日（土） 

  ◎営 業 時 間：１０：００～１７：００ （受付は営業終了の３０分前まで） 
※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 

※入場特典（オリジナルシール）付き 

 

キッズプレート 

８８０円 

ヒーロープレート 

８９０円 

ソフトクリームサンデー 

各５８０円 

ポップコーンバケツ 

塩 味 １,０００円 

キャラメル味 １,１００円 

※販売中 
ジュウオウジャーせんべい 

５４０円 

ヒーローセット 

７００円 
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©2015 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

前回の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」 

©2016 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

 

◆東京ドームホテル『動物戦隊ジュウオウジャールーム』                          

東京ドームホテルでは、今春登場の戦隊ヒーロー「動物戦隊ジュウオウジャー」をモチーフとしたヒーローコン

セプトルーム『動物戦隊ジュウオウジャールーム』を、２０１６年３月１２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「動物戦隊ジュウオウジャー」のデザインが施されており、“ジュウ

オウジャーのアメニティグッズ”などの特典もご用意。他では体験できない

魅力あふれるご宿泊をお楽しみいただけます。 

 

◎期 間：２０１６年３月１２日（土）～２０１７年３月上旬予定 

◎客室タイプ：広 さ ５１㎡（禁煙室） 

ベッド 常時３台設置（最大４名様までご利用可能） 

◎料 金：１泊１名様料金 １４,６００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 

アトラクション１回券付き（お一人様２枚） 

※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 

◎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：●“ジュウオウイーグルからのメッセージ映像” 

            ●“ジュウオウジャーのアメニティグッズ”をお部屋にご用意（お持ち帰り可） 

           ●“お部屋で遊べるグッズ”をお部屋にご用意（お持ち帰り不可） 

 

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 

 

◆東京ドームホテル『動物戦隊ジュウオウジャー ＧＷファミリーブッフェ』                 

東京ドームホテルでは、２０１６年５月４日（水・祝）に『動物戦隊ジュウオウジャー ＧＷファミリーブッフェ』を

開催し、「動物戦隊ジュウオウジャー」による迫力ある野獣アクション満載のステージと、バリエーションに富ん

だブッフェ料理をご提供します。 

ヒーローショーには、歴代ヒーローの「烈車戦隊トッキュウジャー」のトッキュウ１号と「手裏剣戦隊ニンニン 

ジャー」のアカニンジャーが登場するほか、「動物戦隊ジュウオウジャー」のテーマソングを手掛ける高取ヒデア

キ氏と大西洋平氏の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「動物戦隊ジュウオウ 

ジャー」との写真撮影やお土産をプレゼントします。 

 

◎日   時：２０１６年５月４日（水・祝） 第１回 １０：１５～／第２回 １３：３０～ 

◎場   所：東京ドームホテルＢ１Ｆ 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「動物戦隊ジュウオウジャー」、 

ミニコンサート 

【特 典】「動物戦隊ジュウオウジャー」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 
※３／１（火） １１：００より受付開始 

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 
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◆『卒業生いらっしゃい２０１６』                                               

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１６年３月１日（火）～４月３日（日）の期間、２０１６年春に卒業を

迎える園児や学生を対象に、アトラクションや東京ドームシティ内の各施設・店舗をお得に楽しめる『卒業生い

らっしゃい２０１６』を開催します。 

東京ドームシティの各施設や店舗で利用できるクーポンが付いた｢卒業生スペシャルチケット｣を販売する 

ほか、卒業の思い出としてオリジナルの「メモリアルメッセージカード」を作成できるコーナーを設けます。 

 

◎名 称：卒業生いらっしゃい２０１６ 

◎期 間：２０１６年３月１日（火）～４月３日（日） 

◎時 間：１０：００～２１：００  

※３／１８（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/sotsuira2016/ 

◎内 容： 

卒業生スペシャルチケット 

２０１６年春に卒業を迎える園児や学生を対象とした、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２０１６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：中学校以上の卒業生 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 

●クーポン例：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 

 ※土日祝を除く 
※貸靴は有料（３５０円）、１７時までにゲーム終了 

 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） 

 宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー） 当日入館料５００円引き 

 ※当日入館券のみ、他の事前購入チケット等は対象外 

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

 セガ 東京ドームシティ  ＵＦＯキャッチャー１回無料サービス 

 ※１８時以降は１６歳未満、２２時以降は１８歳未満の入場不可 

 サーティワンアイスクリーム  スモールダブル・レギュラーダブルを３１％ＯＦＦ 

ほか、全２６種 

※クーポンはイベント期間中［３／１（火）～４／３（日）］のみ有効 

※１枚につき１名様のご利用となり、他のサービス及びクーポンとの併用は出来ません 
 

メモリアルメッセージカード＆フォトスポット 

「卒業生スペシャルチケット」を購入された方には、「メモリアルメッセージカード」として使える色紙をプレ 

ゼントします。カードにメッセージを書いて、オリジナルスタンプなどでデコレーションすることができます。 

また、園内にはフォトスポットを４か所設け、特設コーナー（ジオポリスＢ１Ｆ）にて、デジタルカメラや 

スマートフォンなどで撮影した写真をプリントするサービスも実施します（１枚３０円）。プリントした写真は

「メモリアルメッセージカード」に貼ってお持ち帰りいただけます。卒業生以外の学生の方も、卒業生と共に

思い出づくりにお越しください。 

 

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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◆宇宙ミュージアムＴｅＮＱ
テ ン キ ュ ー

  第６回企画展 

『サンダーバード ＡＲＥ ＧＯ×ＴｅＮＱ－未来の宇宙へ  Ｆ.Ａ.Ｂ.！』                

宇宙ミュージアムＴｅＮＱでは、２０１６年３月３日（木）～６月２８日（火）の期間、館内の企画展示室にて人気 

特撮アニメーション「サンダーバード ＡＲＥ ＧＯ」とコラボレーションした、第６回企画展『サンダーバード ＡＲＥ ＧＯ×

ＴｅＮＱ―未来の宇宙へ Ｆ.Ａ.Ｂ！』を開催します。 

本企画展では、「サンダーバード ＡＲＥ ＧＯ」で描かれている未来 

のテクノロジーとの比較を交えて、現在の宇宙開発や科学技術の姿を 

紹介し、作品の魅力や宇宙への興味を深めていただける内容となって 

います。さらに、トレーシーアイランドのジオラマ展示や、体験型展示 

など、さまざまな仕掛けをお楽しみいただけます。 
 

◎名 称：サンダーバード ＡＲＥ ＧＯ×ＴｅＮＱ 

―未来の宇宙へ Ｆ.Ａ.Ｂ！ 

◎期 間：２０１６年３月３日（木）～６月２８日（火） 

◎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３／２８（月）～４／１（金） 

◎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 

◎制作協力：株式会社東北新社 

◎協   力：ＪＡＸＡ（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）、有人宇宙システム株式会社、 

アストロスケール社、宇宙エレベーター協会 

◎主な内容： 

エントランス＆イントロダクション 

宇宙空間で活躍する救助メカ サンダーバード３号や５号、登場キャラクターなど、作品の世界をパネル 

で紹介します。 

Ｂｅｈｉｎｄ ｔｈｅ ｓｃｅｎｅｓ 

作品の裏側を紹介するほか、秘密基地「トレーシーアイランド」のジオラマを展示します。 

宇宙開発との比較 

作品で描かれる未来のテクノロジーとの比較を交え、空想の世界からインスピレーションを得て現在・ 

未来へと繋がる宇宙開発や科学技術の姿を紹介します。 

フォトスポット 

サンダーバードのメカをスクリーンに投影し、一緒に記念撮影ができます。今までにない１／１の迫力 

スケールを体感できます。 

                                                            など 
 

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） 
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◆ラクーア ショップ＆レストラン ３月１日に１０店舗が新規および改装オープン               

ラクーア ショップ＆レストランでは、２０１６年３月１日（火）に、話題のファッションブランドや人気雑貨ブランド

など、新規７店舗と改装３店舗の計１０店舗がリニューアルオープンします。「東京の真ん中でリフレッシュを楽

しむ」がコンセプトのラクーアに、暮らしに彩を加え、ゆっくりと時間をかけてお楽しみいただけるショップが登場

します。 
  

<新店舗> 

◎店   名：ＰＹＬＯＮＥＳ（ピローヌ） ＜２Ｆ＞ 

業    態：インポート雑貨  

 フランス生まれの大人気雑貨ブランド。ここでしか手に入らない、 

 こだわりの雑貨を展開。 

◎店   名：ｃｈａｍｂｒｅ ｄｅ ｃｈａｒｍｅ ｉｋｉ  

（シャンブル ドゥ シャーム イキ） ＜２Ｆ＞ 

業    態：レディースファッション 

 Ｓｔａｎｄａｒｄと作り手の個性が融合する新しさを表現するセレクト 

ショップ。 

◎店   名：ＳＡＣ'Ｓ ＢＡＲ.ＪＰ（サックスバー ドット ジェイピー） ＜３Ｆ＞  

業    態：ファッショングッズ・バッグ  

  “ｍａｄｅ ｉｎ Ｊａｐａｎ”にこだわり、ユニセックスブランドを中心に 

展開。 

◎会 社 名：ｃｌａｉｒｅ'ｓ（クレアーズ） ＜３Ｆ＞ 

業    態：アクセサリー・雑貨 

 ファッション性が高く、楽しい商品を豊富な品揃えとリーズナブルな 

価格で提供。 

◎会 社 名：ｉｎ ＭＹ ＰＬＡＣＥ ｂｙ ＲＡＧ ＭＡＲＴ 

（インマイプレイス バイ ラグマート） ＜４Ｆ＞ 

業    態：ベビーキッズセレクトショップ 

 着心地のよさにもこだわりたいママの願いを叶えるキッズブランド。 

◎会 社 名：だがし夢や ＜４Ｆ＞ 

業    態：駄菓子・飲料・玩具 

 むかしなつかしの駄菓子やおもちゃが所狭しと並びます。 

◎会 社 名：カリカチュア・ジャパン ＜４Ｆ＞ 

業    態：似顔絵販売 

 モデルの特徴をユニークにお描きする似顔絵（カリカチュア）  

専門店。 

<改装店舗>  

Ｚｏｆｆ
ゾ フ

（メガネ・メガネ雑貨）／ｒｕｉｎａｓ
ル イ ナ ス

 ｅｌ
エル

 ｄｉａ
ディア

（アクセサリー）／ＧＬＯＢＡＬ
グ ロ ー バ ル

 ＷＯＲＫ
ワ ー ク

（カジュアルウェア） 
 
 

【ラクーア ショップ＆レストラン概要】  
店 舗 数：７４店舗（ショップ５１店舗、レストラン２３店舗／２０１６年３月１日時点予定） 
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 

その他 
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◆ミーツポート 『ＭＥＡＴ ＰＯＲＴ ８ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ』                        

ミーツポートは開業８周年を記念し、２０１６年３月１０日（木）～３１日（木）の期間限定で「肉」をテーマにした

８周年キャンペーン『ＭＥＡＴ ＰＯＲＴ ８ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ』を開催します。各店舗にてオリジナルの肉メ 

ニューを提供するほか、３月１９日（土）と２５日（金）の２日間はイケメン筋肉集団「ＡＬＬ ＯＵＴ」がミーツポート 

に登場し、筋肉パフォーマンスやオリジナル肉メニューとのフォトセッションを行います。 
 

◎名   称：ＭＥＡＴ ＰＯＲＴ ８ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ 

◎期   間：２０１６年３月１０日（木）～３１日（木） 

◎対象店舗：ミーツポート内 １０店舗 

（シェ・リュイ、スターバックスコーヒー、セブン-イレブン、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） 

◎内   容：８周年を記念して「肉」をテーマに各飲食店舗のシェフが今回のために開発したこだわりのオリ

ジナルメニューを提供します。また、ご利用１,０００円ごとにお渡しする応募券を集めると抽選で

お食事券など素敵な賞品が当たります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

◆東京ドームホテル スーパーダイニング「リラッサ」 『春の北海道フェア』                         

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、２０１６年４月１日（金）～５月３１日（火）の期間、

『春の北海道フェア』を開催します。これから春を迎える北海道の海の幸・山の幸の美味しさを活かした多彩な

メニューをブッフェにてご用意します。 
 

◎期 間：２０１６年４月１日（金）～５月３１日（火） 

◎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）１,４０４円 

          ディナーブッフェ〔１２０分制〕  

           大人４,８６０円、お子様（４歳～小学生）１,４０４円、シニア（６５歳以上）４,２１２円 

          ※ソフトドリンクバー付き 

◎メニュー例：ランチ・ディナー共通／蟹流氷盛り、リラッサ寿司、函館ラーメン  

         ランチ限定／北海道産花咲蟹のトマト鍋、タラバ蟹入り炒飯 

       ディナー限定／北海道米おぼろづきと十勝産豆入りスープカレー、 

うにと北海道産生クリームのカルボナーラ 

 

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 
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東京ドームシティの屋内型キッズ施設「ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソ 

ボーノ）」は、２０１６年８月に開業５周年を迎えます。これを記 

念して、アソボ～ノ！では、館内の一部リニューアルと新遊具 

導入を実施し、７月２日（土）にリニューアルオープンします。 

 

◎リニューアルオープン日：２０１６年７月２日（土）  

※６／２３（木）～７／１（金）の９日間は工事・準備のため休館 

◎リニューアルの概要：アソボ～ノ！の５つのエリア（アドベンチャーオーシャン、 

カラフルタウン、プレジャーステーション、トイフォレスト、ハイハイガーデン） 

のうち、３つのエリアで一部リニューアルを行ないます。 

アドベンチャーオーシャン 

エリア全体を海に見立てた、思い切り体を使って楽しむエリアです。都内最大級のボールプールには、 

約１０ｍの船「シンボルシップ」が浮かび、操縦遊びやうんていなどいろいろな仕掛けを楽しめます。 

また、クライミング（壁登り）やトランポリン、すべり台など、広いエリアならではのアトラクションが充実してい 

ます。今回のリニューアルでは、ボールプール内の遊具を充実させ、新たな遊びや機能を追加します。 

・回転遊具の新設 

・飛び石遊びの増設 

・クロスブリッジ改修 

カラフルタウン 

ヨーロッパの街並みをイメージした、本格的におままごとを楽しめるエリアです。お家やお庭、お店や市場など

で自由にごっこ遊びが楽しめます。また、街の図書館として、絵本ライブラリーも設置しています。今回は、その

絵本ライブラリーにリラクゼーション機能を追加します。 

トイフォレスト 

森に見立てたエリアに、野球やサッカー、魚釣りなどさまざ

まなゲームが揃っています。パズルやコンストラクション（組み

立て遊び）など、お子様が頭を使いながら楽しめるおもちゃも

充実し、親子で楽しめるエリアです。今回は、このトイフォレス

トに、ウレタンブロックを使ってログハウス等を組み立てて遊

ぶコーナーや、自分でコースを組み立てる玉転がし知育玩具 

（クーゲルバーン等）の新設を予定しています。遊びながら、

楽しみながら、お子様の考える力を養うことができます。 

 

※今回のリニューアルでは、プレジャーステーション（約１００m²の広いスペースでプラレールやトミカなどが楽しめるエリア）とハイハイ 

ガーデン（２４ヶ月までの赤ちゃん専用エリア）の改修は予定していません 

※リニューアルオープンの前後には、５周年を記念したキャンペーン企画を実施予定です  

 
 

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 

屋内型キッズ施設「ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ）」開業５周年 


