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◆『リアル脱出ゲーム×ONE PIECE FILM GOLD  

             「黄金遊園地からの脱出 -10億ベリーを盗み出せ！-」』                

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１６年７月１６日（土）～９月２５日（日）の期間、映画「ONE PIECE 

FILM GOLD」（７月２３日公開）と「リアル脱出ゲーム」による謎解きイベント「黄金遊園地からの脱出  -10 億 

ベリーを盗み出せ！-」を開催します。 

この夏公開の映画「ONE PIECE FILM GOLD」とコラボレーションし、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、

麦わらの一味と協力して謎解きに挑戦します。制限時間なく自分のペースで 

楽しめるだけでなく、通常のコースに加え、難易度を下げお子様でも参加しや 

すい「ルーキーコース」も新たにご用意し、家族連れや謎解きイベントに参加し 

たことがない方でも気軽にご参加いただけるイベントとなっています。 

 

◎名 称：リアル脱出ゲーム×ONE PIECE FILM GOLD 

「黄金遊園地からの脱出 -10億ベリーを盗み出せ！-」 

◎期 間：２０１６年７月１６日（土）～９月２５日（日） 

◎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（水）～１６（火）は１０：００から開催 

※９／１（木）以降は２１：００まで開催 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ 

◎企画制作：ＳＣＲＡＰ 

◎料 金：★イベント参加券（アトラクション５回券付）共通（小学生以上）前売３,２００円、当日３,６００円 

★イベント参加券（ワンデーパスポート付）大人（中学生以上） 前売４,２００円、当日４,６００円 

こども（小学生） 前売２,９００円、当日３,３００円 
 

◎チケット：イープラス、ローソンチケット、チケットぴあ、セブンチケットにて前売券販売中 

※前売券は来場日の前日１８：００まで購入可能、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 各チケットカウンターにて販売 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://realdgame.jp/onepiece2016/tokyo/ 

◎内 容：遊園地を舞台にアトラクションに乗りながら、麦わらの一味と協力して謎を解く体感型イベント。 

 

 

 

 

 

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 

©尾田栄一郎／2016「ワンピース」製作委員会 

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション 

≪ストーリー≫  

世界最大のエンターテインメントシティ“グラン・テゾーロ”を訪れたあなたたち。この巨大船の一角にある黄金に輝

く遊園地には、世界中の富が集まった最高のショーやカジノが並んでいる。 

しかし、あなたの目的はただ一つ。この遊園地の巨大金庫に眠る 10 億ベリーの黄金を盗み出すこと。 

そのためには麦わらの一味と協力して、この地を支配している黄金帝テゾーロの仕掛けるゲームに勝たなくてはなら

ない。 

さあ、あなたはさまざまな謎や暗号を解き明かし、見事この遊園地に隠された黄金を盗み出すことができるだろうか？  
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【お化け屋敷プロデューサー･五味弘文氏】 
１９５７年、長野県生まれ。 

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。 

東京ドームシティ アトラクションズでプロデュースしたお化け屋敷の代表作に、

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』、怨霊の薬指に指輪をはめる『呪い指輪の家』など

がある。 

２０１６年４月より広島で開催中のマツダスタジアムお化け屋敷『ざくろ女の家』の

企画・制作など、全国各地でお化け屋敷プロデューサーとして活躍中。 

『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。 

 

◆夏期限定お化け屋敷『赤ん坊地獄』                                       

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１６年７月１５日（金）～９月２５日（日）の期間、毎年恒例の夏期限定

お化け屋敷を、『赤ん坊地獄』と題して開催します。１９９６年夏にお化け屋敷プロデューサー・五味弘文氏が生み

出した“赤ん坊を抱いて進む”お化け屋敷の２０年後を描き、同じく＜赤ん坊＞をテーマとした続編です。 

『赤ん坊地獄』は、お化け屋敷プロデューサー・五味弘文氏の演出で、１９９６年夏に開催された日本初のミッシ

ョン型のお化け屋敷です。お化け屋敷にストーリーを導入し、ミッションによって「ストーリーにお客様を参加させる」

という斬新な演出が話題を呼び、２ヶ月で約１０万人を動員しました。 

“怖い”感覚を通して“楽しい”を得るエンタテインメントだということを、明確に打

ち出した伝説のお化け屋敷と言えます。 

今夏はこの大人気企画の赤ん坊が成人した２０年後を描き、同じく“赤ん坊

を抱いて進む”続編をお届けします。夏の暑さを吹き飛ばす恐怖のエンタテイン

メントを、ぜひお楽しみ下さい。 

 

◎名 称：夏期限定お化け屋敷『赤ん坊地獄』 

◎期 間：２０１６年７月１５日（金）～９月２５日（日） 

◎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 

※８／１１（木・祝）～１５（月）は９：３０開園です 

※７／１５（金）および９／１（木）以降は２１：００閉園です 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ 

  ◎料 金：１,０３０円（【絶叫篇】【超・絶叫篇】共通） 

※【絶叫篇】はワンデーパスポート・ライド５・乗り物１回券をお持ちの方は４２０円で入場可 

※【超・絶叫篇】はワンデーパスポート・ナイト割引パスポート・ライド５・乗り物１回券での入場不可 

◎入場規定：６歳以上 

◎テ ー マ：赤ん坊 

◎プロデュース：五味弘文氏 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://akanbozigoku.com/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

五味弘文氏 

『赤ん坊地獄』イメージ 
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◆『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、２０１６年７月１６日（土）～８月３１日（水）の期間限

定で、昨年４万５千人を超えるお客様にご好評をいただいた、お子さま向け水遊び広場『わくわく！ウォーターガー

デン』が今年も登場します。 

今夏は、新たにアスレチック型アトラクション「びしょぬれアドベンチャー」が加わり、「ウォータースライダービッグ」

や「びっくりバケツ」など、水に濡れながら楽しく元気に遊べる様々なウォーターアトラクションを展開します。 

ガーデン内は、水着でも普段着でも遊べるので、プールデビュー前の小さなお子さまや水が苦手なお子さまでも気

軽にお楽しみいただけます。 

 

◎名 称：わくわく！ウォーターガーデン 

◎期 間：２０１６年７月１６日（土）～８月３１日（水） 

◎時 間：１０：００～１７：００ （受付終了は１６：００) 

※８／１１（木・祝）～８／１５（月）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（３歳～小学生）６０分：１，０００円（延長３０分毎：５００円） 

※入場券は「わくわく！ウォーターガーデン」入場口、アトラクションズ 

チケットカウンター、ラクーアチケットカウンターで販売 

※３歳未満（入場無料）のお子様が入場の場合、その付添の方に入場料 

が必要 

※小学校入学前のお子様には、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 

※付添の方１名に対し、小学校入学前のお子様２名まで入場可能 

※中学生以上の方のみでの入場不可 

※再入場不可 

※ワンデーパスポート、ナイト割引パスポート、ライド５、乗り物１回券での入場不可 

◎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_watergarden2016/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ファミリー向けイベント 

★わくわく！ウォーターガーデン アトラクション  

 ①びしょぬれアドベンチャーＮＥＷ 

 ②ウォータースライダービッグ 

 ③びっくりバケツ 

 ④どきどきバルーン 

 ⑤マジカルミスト 

 
 
エリア内には更衣スペースをご用意しています。プールではなく水遊び広場ですので、サンダル等の履き物を履いて 

ご利用ください。その他、ご利用上の注意事項はＨＰにてご確認ください。 

【ウォータースライダービッグ】 【びっくりバケツ】 【どきどきバルーン】 
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©石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・ 

東映ＡＧ・東映ビデオ・東映 

 

 

◆『仮面ライダー×スーパー戦隊 Ｗヒーロー夏祭り２０１６』                                                         

東京ドームシティ プリズムホールでは、２０１６年８月１０日（水）～２５日（木）の期間、『仮面ライダー×スー 

パー戦隊 Ｗヒーロー夏祭り２０１６』を開催します。 

現在放映中の「仮面ライダーゴースト」、「動物戦隊ジュウオウジャー」

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、

「仮面ライダーゴースト」をはじめ伝説のライダーたちが集結。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２０１６ 

◎期 間：２０１６年８月１０日（水）～２５日（木） 

◎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販売中 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://at-raku.com/whero2016/ 

◎主な内容： 

★仮面ライダースーパーステージ 

仮面ライダーゴースト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！！ 

※８／１０（水）～１７（水）、２０（土）、２１（日）、２５（木）は１日４回公演 １０：３０／１２：００／１４：００／１６：００ 

※８／１８（木）、１９（金）、２２（月）～２４（水）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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◆動物戦隊ジュウオウジャーショー シリーズ第３弾 

                  『真夏のアニマルフェスティバル！ジュウオウザワールド登場！！』 

記念すべきスーパー戦隊シリーズ４０作目となる「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３弾を、２０１６年７月１６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！新戦士 ジュウオウザワールドも登場し、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３弾 

『真夏のアニマルフェスティバル！ジュウオウザワールド登場！！』 

◎期 間：２０１６年７月１６日（土）～８月２８日（日） 

※７／１９（火）～２２（金）、８／５（金）、２６（金）は休演日 

◎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） 
             ※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 

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

◎あらすじ：待ちに待った夏休み！ 

Ｇロッソでジュウオウジャーと一緒に盛り上がろう！ 

と、そこへ……またもや、デスガリアンがブラッドゲームを仕掛けてきた。 

ジュウオウジャー最大のピンチ！デスガリアンの真の目的とは？ 

新たな戦士 ジュウオウザワールドは、ピンチを救うことができるのか？ 

ジューマンパワーが大炸裂！真夏の一大フェスティバル！ 
 

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 
 

◆動物戦隊ジュウオウジャー『ヒーローバッグ』、『ガイドブック』                                    

シアターＧロッソに隣接するスーベニアショップ「東京宝島」では、「動物戦隊ジュウオウジャー」のジュウオウバ

スター（剣モード・銃モード）・ソフトグライダー・プレイランドの４つのおもちゃが入った『ジュウオウジャーヒー 

ローバッグ』のほか、シアターＧロッソ公式の『ジュウオウジャーガイドブック』を販売中です。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

©2016 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

ジュウオウジャーヒーローバッグ 

２,０００円 

©2016 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

 

ジュウオウジャーガイドブック 

５００円 

©2016 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 
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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、２０１６年７月２３日（土）～８月２１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、ビー玉万華鏡

作りやケーキ作り、元ジャイアンツ投手による投球の間近での体験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：２０１６年７月２３日（土）～８月２１日（日）   

◎場   所：東京ドームシティ内各施設・店舗  

◎料   金：参加無料 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyo-dome.co.jp/news/summer/ （６月下旬公開予定） 

※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  

◎内   容：東京ドーム、ラクーア、ミーツポート、宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー）、スポドリ！、東京ドー 

ム 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・マイタンブラー作り・夏休みの思い出アルバム作り など  

★料理・・・・・パン作り・ケーキ作り・お寿司作り・ホットドッグ作り・バリスタ体験 など  

★体験・・・・・元ジャイアンツ投手による投球を間近で体験・食事マナー教室・ヘアメイク教室・ 

プロに学ぶお掃除体験 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

（昨年の様子） 

ケーキ作り 

 

（昨年の様子） 

梅田コーチによる野球教室 
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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、新遊具導入やイベントを実施し、７月２日（土）１１：００に

リニューアルオープンします。 

※６／２３（木）～７／１（金）の９日間は工事・準備のため休館 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyo-dome.co.jp/asobono/5th_anniversary/ 

 

◆『アソボ～ノ！５周年記念  こどもと一緒に！フォトコンテスト』                         

開業５周年を記念して、お子様とご家族の皆さんの楽しい思い出いっぱいの写真をエピソード付きで募集する

『アソボ～ノ！５周年記念 こどもと一緒に！フォトコンテスト』を実施します。「こどもと一緒に」、「楽しい」が 

キーワードです。入賞者には賞品を贈呈するほか、入賞写真をアソボ～ノ！館内へ展示します。 

  

◎名 称：アソボ～ノ！５周年記念 

こどもと一緒に！フォトコンテスト 

◎応募期間：２０１６年６月３０日（木）１８：００まで 

◎応募方法：「アソボ～ノ！５周年記念 こどもといっしょに！フォト 

コンテスト」特設ＷＥＢサイトより注意事項をご確認 

の上、応募フォームに必要事項を入力し、応募写真 

の画像データを添付して応募。 

※アソボ～ノ！以外で撮影した写真でも構いません 

◎入賞発表：２０１６年７月下旬 

 

◆『アソボ～ノ！５周年リニューアル大使就任式＆ミニトークイベント』抽選で親子１５組様をご招待    

タレントの小倉優子さんがアソボ～ノ！５周年リニューアル大使に就任し、７月２日（土）のリニューアルオープン

直前に就任式およびミニトークイベントを開催します。 

当イベントには、６月１日（水）～１７日（金）の期間にアソボ～ノ！をご利用いただいたお客様を対象に、抽選で親

子１５組様をご招待します。 

 

◎名 称：アソボ～ノ！５週年リニューアル大使就任式＆ミニトークイベント 

◎日 時：２０１６年７月２日（土）１０：００～１１：００ 

（９：３０集合・受付） 

※当日は１１：００一般開場となります 

◎場 所：アソボ～ノ！内「アドベンチャーオーシャン」 

◎ゲ ス ト：小倉優子さん 

◎内 容：アソボ～ノ！５周年リニューアル大使就任式、ミニトークイベント、 

記念撮影会 

◎参 加 費：無料（抽選で親子１５組様ご招待、当日１１：００～１２：００の間 

アソボ～ノ！無料体験付き） 

◎応募期間：６月１７日（金）まで 

◎応募方法：アソボ～ノ！内に設置された応募箱に所定の応募用紙を投函 

◎当選発表：厳正な抽選の上、当選者を決定し、ご当選者のみ、お電話にて 

６月２４日（金）までにご連絡します。 

 

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 

「ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ）」５周年リニューアル 

小倉優子さん 
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©２０１６「君の名は。」製作委員会 

小山宙哉／講談社 

 

 
 

◆ＴｅＮＱ２周年特別企画展 映画「君の名は。」×ＴｅＮＱ 『新海誠が描く宙
ソラ

展』                                        

宇宙ミュージアムＴｅＮＱは、２０１６年７月に開業２周年を迎えます。これを記念して、２０１６年７月１日（金）～ 

１１月６日（日）の期間、国内外から注目を集めるアニメーション監督・新海誠とコラボレーションし、ＴｅＮＱ２周 

年特別企画展 映画「君の名は。」×ＴｅＮＱ 『新海誠が描く宙
ソラ

展』を開催します。 

 本展では、新海監督最新作「君の名は。」で描かれる美しい空と風景描写ができあがるまでの制作過程を紹介 

するほか、監督が抱く宇宙への想いを語るオリジナルインタビュー映像を公開します。また、新作映画に登場す 

る「彗星」をテーマにしたコーナーや、監督が発表してきた過去作品に関する宇宙 

トピックスを紹介するコーナーなど、これまで宇宙を取り扱ってきたＴｅＮＱなら 

ではの視点で新海監督作品と宇宙の魅力に迫ります。 
 

◎名 称：ＴｅＮＱ２周年特別企画展 

 映画「君の名は。」×ＴｅＮＱ 『新海誠が描く宙
ソラ

展』 

◎期 間：２０１６年７月１日（金）～１１月６日（日） 

◎場 所：企画展示室、ほか 

◎制作協力：コミックス・ウェーブ・フィルム、東宝 

◎協 力：国立天文台、ＪＡＸＡ（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構） 

◎入 場 料：ＴｅＮＱ入館料に含む 

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

◎主な内容： 

   ★新海誠監督と最新作「君の名は。」 

新海誠監督のプロフィールや、映画「君の名は。」の世界を紹介。 

★「君の名は。」で描かれる「宙
ソラ

」とその制作過程 

映画「君の名は。」から、ロケハンで撮影された写真から絵コンテなどを通して、美しい風景描写ができ 

あがるまでの過程を紹介。 

★新海誠監督の宇宙に馳せる想い 

新海監督が抱く、宇宙への想いやそのルーツを紐解くＴｅＮＱオリジナルインタビュー映像を公開。 

★彗星のナゾと魅力 

映画「君の名は。」で登場する｢彗星｣をテーマに、実際の彗星のナゾと魅力について、国立天文台 

副台長 渡部潤一さん、東京大学准教授・ＴｅＮＱリサーチセンター長 宮本英昭さんが解説。 

★その他 過去作品紹介等 

新海監督の過去作品に登場する宇宙のトピックスと現実の宇宙について、ＪＡＸＡにききました。 
                                                                  など 
 

＜新海誠（しんかいまこと）＞ 
１９７３年長野県生まれ。アニメーション監督。 
２００２年に個人制作した短編アニメーション「ほしのこえ」でデビュー。以降、数々の作品を 
発表し、２０１３年に「言の葉の庭」が、ドイツのシュトゥットガルト国際アニメーション映画祭 
にて長編アニメーション部門グランプリを獲得するなど、緻密で美しい風景描写と、主人公 
たちの繊細な心を描くストーリーは国内外から高い評価と支持を得ている。 

 
 
【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）、特定日は春夏冬休みなど（７／１９～８／３１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 
※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までに購入） 
※チケットは日時指定制、４歳未満の入館不可 
 

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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（昨年の様子） 

芝生で遊ぼう 

 

 

 

◆『イースタン・リーグ ２０１６ ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ』                            

東京ドームでは２０１６年８月１６日（火）、１７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 東京ヤクルトスワローズ戦を開催します。 

当日は、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」や場外で行う「ジャイアンツスクエア」な 

ど、東京ドーム内外で野球観戦と合わせて楽しめるさまざまな企画 

を実施します。 

また、バックネット裏に新設された「ダイヤモンドボックス」や「チャン 

ピオンシート」など、巨人一軍戦ではシーズンシートとして販売して 

いる座席に加え、さまざまな特典付チケットなどを発売します｡ 
 

◎名   称：イースタン・リーグ ２０１６ ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ 

◎日   時：２０１６年８月１６日（火）、１７日（水） １８:００～（開場１６：００） 

◎対戦カード：読売ジャイアンツ×東京ヤクルトスワローズ 

◎主   催：読売新聞社・日本テレビ・東京ドーム 

◎料   金：ダイヤモンドボックス     ６,０００円（先行入場・練習見学特典付き） 

チャンピオンシート       ４,０００円（先行入場・練習見学特典付き） 

エキサイトシート     ４,０００円 

ブルペン投球体験付チケット ２,０００円（先行入場・練習見学特典付き） 

内・外野自由席（大人）    １,０００円 

内・外野自由席（こども）    ５００円                 など 

※一軍戦で実施している「スペシャルシーズンシート特典」はありません  

※こどもは小・中学生  

◎チケッ ト：２０１６年６月１８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 

※６／１１（土）よりＧＩＡＮＴＳ ＣＬＵＢ Ｇ－Ｐｏ会員、イープラス会員を対象に先行発売します 

※特典付チケットはＣＬＵＢ Ｇ－Ｐｏ、イープラスで限定発売します 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyo-dome.co.jp/dome/eastern/2016/  

◎主な内容：  

★芝生で遊ぼう   

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。 

【開催時間】１２：００～１３：００（最終入場１２：３０） 

★ベースボール・マガジン社 特製プロモーションカードプレゼント 

各日、入場先着１万名様に「ベースボール・マガジン社 特製プロモーションカード」をプレゼントします。 

 １６日 坂本勇人選手／１７日 高木勇人選手 

※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。 

 
 

  夏の野球観戦のお供には、ジャイアンツのヘルメット型の容器で味わえる 

 「ヘルメットポップコーンアイス」、「ヘルメットソフトクリーム」などの、東京ドーム内 

 でのみ購入できるひんやりスイーツがオススメです。 
  
◎販売場所：東京ドーム内飲食売店 

・ヘルメットポップコーンアイス ５５０円 
・ヘルメットソフトクリーム ５３０円 
※巨人戦限定販売 

 

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

野球関連情報 

ヘルメットポップコーンアイス 

 

野球観戦のオススメひんやりスイーツ！ 
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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、２０１６年６月２４日（金）～７月３１日（日）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：２０１６年６月２４日（金）～７月３１日（日） 

◎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） 
 ※２０１６年６月２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 

※６／２４（金）、２５（土）、７／８（金）～１０（日）はショップと 

ｎａｎａ'ｓ ｇｒｅｅｎ ｔｅａは２１：３０まで営業 

◎主な内容： 

★はずれなし！！大抽選会 

●日 時：２０１６年７月８日（金）～１０日（日） １１：００～２１：３０ 

●場 所：ラクーア４Ｆ 特設会場（ＯＲＩＨＩＣＡ前） 

●内 容：６月２４日（金）～７月１０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（税込）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 ［１名様］ 

１ 等／ＢＡＬＭＵＤＡ Ｔｈｅ Ｔｏａｓｔｅｒ ［３名様］ 

２ 等／Ｐａｎａｓｏｎｉｃ イオンエフェクター ［６名様］ 

３ 等／スパ ラクーア 入館ご招待券ペア＋トリートメント&ビューティー券 １万円分 ［４組８名様］ 

 

そのほか、東京ドーム 巨人戦チケットなどの豪華賞品が当たります。 

 

◆東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア 『平日限定 入館料込み３,６００円ランチパック』                       

  東京ドーム天然温泉 スパ ラクーアでは、平日限定で、スパ入館料と館内にあるレストランの限定メニューが

セットになったお得な『平日限定 入館料込み３,６００円ランチパック』を実施中です。 

 

◎名   称：平日限定 入館料込み３,６００円ランチパック 

◎日   時：２０１６年７月２９日（金）まで 

１１：３０～１５：００（受付１４：００まで） 

◎場   所：東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア 

◎内   容：期間中の平日限定で、入館料と館内にある京風ダイ 

ニング「京都高台寺 よ志のや」又は、アジアンエス 

ニックレストラン「ロータス ムーン」の限定メニューの 

セットを、お一人様３,６００円にて提供します。 
※各店限定メニューは１日限定３０食、なくなり次第セット販売も終了 
※季節によってメニューが異なります 
※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 

 

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 

ラクーア 
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◆スーパーダイニング「リラッサ」 『パワフルブッフェ ～夏の肉食宣言！～』                           

 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７月１４日（木）～８月３１日（水）の期間、夏

の暑さを吹き飛ばすスタミナ満載のお肉料理などが楽しめる『パワフルブッフェ ～夏の肉食宣言！～』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。 
 

◎名 称：スーパーダイニング「リラッサ」 『パワフルブッフェ ～夏の肉食宣言！～』                           

◎期 間：２０１６年７月１４日（木）～８月３１日（水） 

◎場 所：東京ドームホテル３F スーパーダイニング「リラッサ」 

◎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） 

◎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４,３２０円、お子様（４歳～小学生）１,４０４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：ローストビーフ、ブラジリアンバーベキュー、ジャンバラヤ、 

ステーキコンボ（ディナー限定）※牛肉、サーモンのステーキ  など 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/rilassa/ 
 

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 
 

◆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、太陽の光と爽やかな風を感じ

ながら、ホテルシェフが手掛けるフードメニューとともに冷たいビールをお楽しみいただけます。 
 

◎名 称：ビアガーデン『ポートガーデンテラス』                                                   

◎期 間：２０１６年９月３０日（金）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 

（８／１（月）、２（火）は１２：００～２１：００、９月中は 

２１：００まで、但し、９／３０（金）は１８：００まで） 

土日祝／１２：００～２１：００ 

（９月中は１９：００まで） 
※営業日、時間は月により異なりますので、ＨＰの営業カレンダーを 

ご参照ください 
※天候やイベントなどにより休業及び営業時間が変更となる場合が 

あります 

※ラストオーダーは営業終了時間の３０分前 

◎席 数：１４８席 

◎メニュー例：［ドリンク］生ビール（アサヒスーパードライ）   ６００円 

ハイボール      ５００円 

ソフトドリンク各種               ３００円～ 

［フ ー ド］オリーブマリネ、フライドポテト、 

ソーセージ盛り合わせ、 

カツサンド など                  ５００円～ 

◎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） 

東京ドームホテル 



  

 

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 ※２０１６年６月２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 


