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◆東京ドームシティ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｗｉｎｔｅｒ Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ 

『恋するイタリア～光の魔法を、アモーレたちへ～』                               

２０１６年１１月１０日（木）～２０１７年２月１９日（日）までの期間、東京ドームシティ全域で、『恋するイタリア～光

の魔法を、アモーレたちへ～』と題して、冬のイルミネーションを開催します。 

今回は、日伊国交１５０周年を記念して、イタリアとコラボレーション。クリエイティブ

ディレクター長谷川喜美氏が企画から会場デザインをトータル的に手掛け、東京 

ドームシティでイタリアに出逢う冬を展開します。 

日本初となるイタリアの熟練職人が製作した１／２５スケール（高さ約３ｍ）の「ピサ 

の斜塔」や、名作「ロミオとジュリエット」のワンシーンの舞台「ジュリエットハウス」と 

いった、イタリアの恋のパワースポットが登場します。さらに、高さ約７ｍの生木の 

クリスマスツリーなど、東京ドームシティを訪れる方々にきらめくイルミネーション 

とイタリアを体感していただけます。 
 

◎期 間：２０１６年１１月１０日（木）～２０１７年２月１９日（日） 

◎点灯時間：１６：００～２５：００ ※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 
 

ストーリー 

イタリアの子供たちが信じる「魔法使いベファーナ」。イタリアのクリスマスは、この 

ベファーナがほうきに乗ってやってきてキャンディやチョコレートをくれます。そんな 

彼女が恋の案内人として、東京ドームシティにイタリアの魔法をかけてくれます。   
 

主な見どころ 

★ラクーアエリア 世界遺産との出逢い 

実際の建物の第２リングまでは、約１／３スケール（高さ約６ｍ）にて真っ直ぐ建っていた姿を再現。中には 

熟練された職人によって、ピサ県のヴォルテッラ市で採掘されるアラバストロ石で製作された１／２５スケール

（高さ約３ｍ）の日本初となる「ピサの斜塔」モニュメントを展示します。さらに、定番となったフルカラーで変化 

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」、水面に揺らめくボール型イルミネーション「ドルチェフロート」など、見所満載のエリアと 

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イルミネーション＆クリスマス情報 
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「ピサの斜塔」モニュメント イメージ 

「ギャラクシードーム」イメージ 

 

「ミルキーウェイ」イメージ 「ドルチェフロート」イメージ 

 

©ＶＥＬＶＥＴＡ ＤＥＳＩＧＮ 

 
「ピサの斜塔」外観 イメージ 
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★クリスタルアベニュー 幻想的な水の都 

クリスタルアベニュー１Ｆに、幻想的な水の都であるベネチアを再現し 

た「ベネチアンリバー」が広がります。さらに、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、カプリ島の「青の洞窟」をイメージした全長 

８０ｍの光の大トンネルが登場し、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演出をお楽しみいただ 

けます。 
 

★アトラクションズエリア 魔法使いからの贈り物 

バイキングゾーンに、魔法使いからの光り輝く贈り物、高さ約７ｍの生木

の「ベファーナツリー」や、かわいらしいツリーに囲まれた光り輝くフォト 

スポット「ハピネスアーチ」を設置します。 
 

 

 

 

 
 
 
 

★ミーツポートエリア 恋のパワースポット 

名作「ロミオとジュリエット」の舞台、恋のパワースポットで知られる「ジュ

リエットハウス」を再現します。 

 

 

 

 

 
 
 

◇東京ドームシティ 冬のイルミネーション オープニングイベント（点灯式） 
                         

【日 時】２０１６年１１月１０日（木） 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】道端アンジェリカさんをゲストに迎え、イルミネーションの点灯と、 

「ピサの斜塔」モニュメント除幕式を開催します。 

 
 

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 

 
◆東京ドームホテル『イルミネーションカクテル』                                  

東京ドームホテルのバー「２０００」では、東京ドームシティのイルミネーションにあわせて色鮮やかなカクテル 

をお楽しみいただけます。 
 

◎期 間：２０１６年１１月１０日（木）～２０１７年２月１９日(日) 

 ※平日・土曜１９：００～２７：００（Ｌ.Ｏ.２６：００） 

日曜・祝日１８：００～２４：００（Ｌ.Ｏ.２３：００） 

◎店 舗：東京ドームホテル６Ｆ  バー「２０００」 

◎メ ニ ュ ー：イルミネーションカクテル３種 

（ベアトリーチェ、ステラ、エテルナ） 

◎価 格：各２,１６０円 ※サービス料別 

 

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームホテル バー「２０００」ＴＥＬ．０３－５８０５－２２９９ 

「ベネチアンリバー」イメージ 

「ジュリエットハウス」イメージ 

「ベファーナツリー」イメージ 

（イメージ） 

♪「エピファニアの祝日」開催 

イエス・キリストが神の子として公になった日を祝う、イタリアの公現

祭「エピファニア」を再現。魔法使い ベファーナがやって来て、子供た

ちにお菓子を配ります。 

日 時：２０１７年１月６日（金） １１：００、１３：００、１５：００ ※各３０分 

 

♪ジュリエットハウスで恋愛成就のメッセージカードを記入しよう 

イルミネーション開催期間中、来場者は恋愛成就のカードに恋の

お願いを記入することができます（参加無料）。記入いただいたカード 

は、現地のジュリエットハウスへお届けします。 

 

道端アンジェリカ 
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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 期間限定特別チケットの販売                                 

東京ドームシティ アトラクションズでは、東京ドームシティのイルミネーションにあわせて、お得にアトラション 

が楽しめる特別チケットを販売します。 
 
★クリスマスパスポート 

◎期 間：２０１６年１１月１０日（木）～１２月２５日（日） １７：００より発売  

◎内 容：１７：００以降アトラクション乗り放題 

◎料 金：大人 ２,９００円／シニア・中人 ２,４００円 ※小人・幼児無し 

  ★イルミライド３ 

◎期 間：２０１６年１１月１０日（木）～２０１７年２月１９日（日） １７：００より発売  

※１２/２３（金・祝）～２５（日）は除く 

◎内 容：１７：００以降アトラクション３回券 

◎料 金：大人・小人共通 １,６００円 

 

 

♪期間限定 「ウォーターシンフォニー」クリスマスバージョン 

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。 

期 間：２０１６年１１月１０日（木）～１２月２５日（日） 

時 間：１１：００/１３：３０/１６：００/１８：３０/２０：００/２１：３０ 

 

 

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 

 

◆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、２０１６年１１月１日（火）～１２月２５日（日）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、ラクーアでスタンプを

集めると抽選で素敵なプレゼントが当たるモバイルラリーキャンペーンを実施します。 

 

★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登場します。 

声をかけたり、記念撮影をお楽しみいただけます。 

◎日 程：２０１６年１２月３日（土）～２５日（日）の毎週土曜日、日曜日 

◎時 間：１５：００～（ラクーア３Ｆ）／１６：００～（ラクーア４Ｆ）／ 

１７：００～、１８：００～（ラクーアガーデン） 
 

★ＬａＱｕａ Ｘｍａｓ モバイルラリー [場所：ラクーア内] 

１１月７日（月）～１２月２５日（日）の期間、ラクーア各所に隠された 

ＱＲコードを読み込んで、４つのスタンプを集めた方に抽選で「東京ドーム 

ホテル宿泊券」など素敵なクリスマスプレゼントが当たります。さらに、 

毎日先着３０名様には「光る指輪」を差し上げます。 

ほか 
 

 

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 

 

 



5 

 

Ｍｅｎｕ ｄｅ Ｎｏëｌ ２０１６ 

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

東京ドームホテルでは、２０１６年１１月１０日（木）～１２月２５日（日）の期間、１Ｆロビーに高 

さ約６ｍのクリスマスツリーを設置し、クリスマスを華やかに彩ります。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や各レストランのクリスマスシーズン限定メニューな 

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 

２０１６年１１月１０日（木）～１２月２５日（日）の期間、１Ｆロビーには、クリスマスカラーの赤 

を基調とした高さ約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
ム ニ ュ

 ｄｅ
ド

 Ｎｏ
ノ  エ

ë ｌ
ル

 ２０１６” 

２０１６年１２月２４日（土）と２５日（日）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：２０１６年１２月２４日（土）、２５日（日）  １８：００～／１８：３０～ 

◎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 

・仔牛胸腺肉のポワレ マロン飾りとパルメザンのリゾット 白トリュフの香り 

・オマール海老とトウモロコシのビスク 

・ドーバー産舌平目のバター焼き 貝のジューとポロ葱 キャビア添え 

・和牛フィレ肉のステーキ 紅白キャロットのロザス仕立て トリュフシュルプリーズ添え 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 

 ※１１／１（火）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の最上階からの煌めく夜景とともに、クリスマス限定ディナー「Ｍｅｎｕ
ム ニ ュ

 ｄｉ
ディ

 Ｎａｔａｌｅ
ナ タ ー レ

」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：２０１６年１２月２２日（木）～２５日（日） 

１８：００～２３：００ （LO．２１：００） 【２時間制／２部制】 

※１２／２５（日）のみ１７：００～２３：００ (ＬＯ．２１：００) 

◎料 金：お一人様 １５,１２０円（サービス料別・要予約） 

※乾杯用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） 

◎予 約：ＴＥＬ．０３－５８０５－２２４３  
 

●スーパーダイニング「リラッサ」（３Ｆ） 

お子様から大人まで皆様でお楽しみいただけるクリスマス定番のメニュー 

のほか、洋食・中華・和食・スイーツのバラエティ豊かなメニューの数々をブッ 

フェスタイルでご利用いただけます。 

◎日 時：２０１６年１２月２１日（水）～２５日（日） 

１７：００～２１：３０（ラストイン２１：００）【２時間制】 

◎料 金：お一人様 ５,９４０円／お子様（４歳～小学生） ２,４８４円／シニア（６５歳以上） ５,４００円 

※ソフトドリンクバー付き 

◎予 約：ＴＥＬ．０３－５８０５－２２７７  
 

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 

 

 

 

 

Ｍｅｎｕ ｄｉ Ｎａｔａｌｅ 
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★東京ドームホテル クリスマスケーキ２０１６『Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｄｏｍｅ』 

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、５種類のクリスマスケーキをご用意します。また、東京ドームをイメージ

し、東京ドームシティ全体のエンタテインメント性を表現した『Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ  

Ｄｏｍｅ（クリスマス ドーム）』を台数限定で販売します。 

 

◎予約期間：２０１６年１１月１日（火）～１２月１９日（月） 

※受付時間１１：００～２０：００ 

◎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２０１６年１２月２０日（火）～１２月２５日（日） 

※引き渡し時間１１：００～２０：００ 

 

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 ２０１６』 

東京ドームホテルでは、２０１６年１２月２３日（金・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 ２０１６』を開催します。 

本年は、ウルトラマンシリーズ放送開始５０年を飾る最新ヒーロー「ウルトラ 

マンオーブ」（テレビ東京系にて放送中）をはじめ、歴代の人気ウルトラヒー 

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：２０１６年１２月２３日（金・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（ウルトラマンオーブ、ボイジャー他）、 

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 

 

 

©円谷プロ ©ウルトラマンオーブ製作委員会・テレビ東京 

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） 
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◆『ウルトラヒーローズＥＸＰＯ ２０１７ 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、２０１６年１２月２９日（木）～２０１７年１月９日（月・祝）の期

間、『ウルトラヒーローズＥＸＰＯ ２０１７ 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『ウルトラマンオーブ』に登場する最新 

ヒーロー・ウルトラマンオーブに変身する、クレナイ ガイ役・石黒英雄さんが全ステー

ジに出演します。 
 

◎期 間：２０１６年１２月２９日（木）～２０１７年１月９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 ２,１００円 （前売券 １,９００円） 

バトルステージ指定席付当日券 ２,６００円 （前売券 ２,４００円） 

こども（３歳～小学生）／当日券 １,４００円 （前売券 １,２００円）  

バトルステージ指定席付当日券 １,９００円 （前売券 １,７００円） 

親子ペア券（前売のみ）／前売券 ３,３００円 （缶バッジセット付） 

バトルステージ指定席付前売券 ４,３００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（当日販売のみ、５００円）が必要 

※指定席券は、前売で完売の際は当日販売はございません 

※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/ 

◎Tw 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 

ウルトラマンオーブなどのウルトラヒーローたちが、熱い戦いを繰り広げる大迫力のステージです。 

クレナイ ガイ役・石黒英雄さんが全ステージに出演し、数多くのウルトラソングを歌うヴォーカルユニット・ 

ボイジャーも会場を盛り上げます。 

●座 席 数：約８００席／指定席約５００席 ※指定席は３歳以上お１人様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】 １２／２９、３０、３１、１／１、５、６、９ 計７日間 

 ①１０：３０～ ②１２：００～ ③１３：３０～ ④１５：００～ 

 【５回公演日】 １／２、３、４、７、８ 計５日間 

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

 ※公演時間は、約４５分となります  

 ※バトルステージ内での撮影はできません 
 

★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。 
 

★なりきりムービー（有料） 

クレナイ ガイになりきって、自分がウルトラマンオーブに変身するオリジナル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） 

もれなく景品がもらえ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。 
 

★ウルトラマンデパート 

イベント会場限定グッズが手に入る、盛りだくさんの販売コーナーです。 

※内容は一部変更となる場合がございます 

ファミリーイベント情報 

 ©円谷プロ 

 

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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◆『ＴｅＮＱ×ウルトラセブン企画展 ウルトラアイからみた宇宙』                      

宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー）では、２０１６年１１月１０日（木）～２０１７年３月５日（日）までの期間、 

第８回となる企画展として『ＴｅＮＱ×ウルトラセブン企画展 ウルトラアイからみた宇宙』を、館内の企画展示室にて 

開催します。 

本企画展では、ウルトラセブンが地球に来訪する以前の「遊星間侵略戦争」

を導入部分とし、ウルトラセブンに登場した全宇宙人がなぜ地球に来たかを

解き、変身アイテム・ウルトラアイを通して見る宇宙人の姿やメッセージ、宇

宙の魅力などを体感していただけます。 
 

◎期 間：２０１６年１１月１０日（木）～２０１７年３月５日（日） 

◎営業時間：平日／１１：００～２１：００(最終入館２０：００) 

土日祝・特定日／１０：００～２１：００（最終入館２０：００） 
 ※１２／２０（火）は整備休館  
 ※特定日は１２／２６（月）～１／４（水） 
 １２／３１（土）～１／４（水）は～２０：００（最終入館１９：００） 

◎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： 

★宇宙マップ～遊星間侵略戦争～ 

ウルトラセブンが、地球を守るきっかけとなった危機・遊星間侵略戦争は、宇宙でどのように起こったのでしょ

うか。本企画展用に制作した宇宙マップで説明します。『ウルトラセブン』で脚本を手がけた上原正三・藤川

桂介両氏によるバックストーリー解説は、本展のために書き下ろしたものです。 

★ウルトラセブン紹介 

ウルトラセブンの紹介のほか、高さ２ｍのアイスラッガーやウルトラセブンの立体人形を展示します。 

★宇宙人紹介 

『ウルトラセブン』に登場する全宇宙人を紹介し、その行動や言動から“なぜ地球を狙うのか”その理由に迫ります。 

★ウルトラアイで見る宇宙人からのメッセージ 

地球上での仮の姿であるモロボシ・ダンからウルトラセブンに変身するために使用するアイテム・ウルトラ

アイを通して映像を見ると、“宇宙人からのメッセージ”を見ることができます。 
 

 

◆２０１６年１１月１０日（木）～ＴｅＮＱ館内の「眺めルーム」新映像プログラムを公開             

宇宙映像の眺めを思い思いにくつろぎながら楽しめる人気のコーナー「眺めルーム」では、２０１６年１１月１０日

（木）から、“人と宇宙との関わりが感じられる”をテーマにした新映像プログラムを公開します。 

※現在上映中のプログラムは、２／１（水）～併用上映します 
 

◎期   間：２０１６年１１月１０日（木）～ 

◎上映時間：約２０分 

◎見どころ：すばる望遠鏡、星空タイムラプス映像、アルマ望遠鏡、 

ＩＳＳからの実写やロケット打上げ等宇宙開発関連映 

像を、ハワイアン、ワルツ、クラシックなどの音楽に乗 

せてお楽しみいただけます。 

◎映像提供：国立天文台、ＶＩＸＥＮ、ＪＡＸＡ 

◎制作協力：東北新社、オムニバスジャパン 
 
 
 

© 円谷プロ 

 

眺めルーム 

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 
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本能覚醒！ジュウオウジャーポップコーンバケツ 
・塩 味 １,０００円 
・キャラメル味 １,１００円 

 

©2016 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

◆動物戦隊ジュウオウジャーショー シリーズ第４弾 

『伝説大解放！ジュウオウイーグル覚醒！！』   

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４弾を、２０１７年１月３日（火）まで｢シアターＧロッソ｣にて開催しています。 

動物学者の風
かざ

切
き り

大和
や ま と

とジューマンたち「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！王者の中の王者ジュウオウホエールも登場し、シアターＧロッソで大迫力の戦いを繰り広げます。 

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：２０１６年９月１７日（土）～２０１７年１月３日（火）の土日祝 

※１２／２３（金・祝）～１／３（火）の期間は毎日公演 

◎特別公演：１１月５日（土）、６日（日）、１９日（土）、２０日（日）、 

 １２月３日（土）、４日（日）、１７日（土）、１８日（日）、 

 計８日 ４８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：デスガリアンが最強のプレイヤーを送り込んできた！ 

ジュウオウジャー５人のピンチに駆けつけるジュウオウザワールド。 

しかし、ジュウオウザワールドをもってしても勝つことができない！ 

絶対絶命の６人・・・。その時、伝説の力が覚醒！ジュウオウホエール登場！ 

超絶アクションを見逃すな！ 

 

◆動物戦隊ジュウオウジャー『本能覚醒！ジュウオウジャーポップコーンバケツ』                                    

シアターＧロッソに隣接する「ホットドッグスタンド」では、『本能覚醒！ジュウオウジャーポップコーンバケツ』を

販売しています。また、スーベニアショップ「東京宝島」では『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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◆『遊べ 東京ドームシティ×ハイキュー!!』                                     

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１６年１１月１２日（土）～２０１７年１月４日（水）の期間、MBS、

TBS 他“アニメイズム”枠で放映中のアニメ「ハイキュー!! 烏野高校 ＶＳ 白鳥沢学園高校」とのコラボイベント

『遊べ 東京ドームシティ×ハイキュー!!』を開催します。 

園内でスタンプを集める「遊べ ハイキュー!!スタンプラリー!!」を実施するほか、ビッ

グ・オーやピクシーカップなどのアトラクションをイベントオリジナルのデザインに装飾

します。また、キャラクターの等身大パネルを設置するなど、園内各所で「ハイ 

キュー!!」の世界をお楽しみいただけます。 

 

◎期 間：２０１６年１１月１２日（土）～２０１７年１月４日（水） 

◎時 間：１１：００～２１：００ 

※土日祝および１２／２３（金・祝）～１／４（水）は１０：００～ 

※１２／２３（金・祝）～２５（日）は～２２：００ 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ、スパ ラクーア ほか 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://at-raku.com/haikyu/ 

◎主な内容： 

★遊べ ハイキュー!!スタンプラリー!! 

園内３ヶ所およびアトラクション７機種の中からスタンプを集めるラリーイベント。ハイキュー!!ライド３（ス 

タンプラリーシート＋アトラクション３回券）をご購入いただき、対象のスタンプを集めてゴールすると、オリ 

ジナルステッカーを（全７種の中から）１枚プレゼントします。※ステッカーの種類は選べません 

●ゴール受付：１１：００～２１：００ 

※土日祝および１２／２３（金・祝）～１／４（水）は１０：００～ 
※１２／２３（金・祝）～２５（日）は～２２：００ 
※ハイキュー!!ライド３の販売は開園から閉園の１時間前まで 

●料 金：１,８００円 

※ワンデーパスポート（幼児を除く）＋２００円でもスタンプラリーにご参加いただけます 

 

★東京ドームシティをハイキュー!!がジャック!! 

８つのアトラクションをハイキュー!!のキャラクターがジャック!!アトラクションをイベントオリジナルのデザ 

インに装飾するほか、園内や乗車のアナウンスをハイキュー!!のキャラクターが行います。 

＜対象アトラクション＞ ※カッコ内は乗車アナウンスの担当キャラクター 

フリフリグランプリ（及川）、スーパーバイキング ソラブネ（日向）、ブンブンビー（日向）、 

ピクシーカップ（影山）、サンダードルフィン（西谷）、ワンダードロップ（日向・西谷）、 

ビッグ・オー※アトラクションラッピングのみ、ブルームエクスプレス（影山）※乗車アナウンスのみ 

 

★スパ ラクーア入館料割引＆女子マネオリジナル缶バッジをプレゼント！ 

スパ ラクーアご入館時に、フロントでハイキュー!!ライド３のスタンプラリー 

シートをご提示いただくと、入館料が５００円割引になります。 

また、女子マネオリジナル缶バッジをプレゼントします。 

●場 所：東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア フロント（ラクーアビル６Ｆ） 

●営業時間：１１：００～翌９：００ 

●入 館 料：２,１３４円（通常２,６３４円） 
※入館料割引および缶バッジプレゼントにはスタンプラリーシートの 

提示が必要です 
※スタンプラリーシート１枚につき１回まで利用可 
※入館料割引は１８歳以上の方のご利用の場合に限ります 
※その他の利用制限や館内規約はＨＰをご確認ください 

 

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 

 

©古舘春一／集英社・「ハイキュー!! 3rd」製作委員会・MBS 

「女子マネオリジナル缶バッジ」 

イメージ 
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青森ねぶた祭 

 

 

 

◆『ふるさと祭り東京２０１７－日本のまつり・故郷の味－』                                

東京ドームでは、『ふるさと祭り東京２０１７－日本のまつり・故郷の味－』を、２０１７年１月７日（土）～１５日

（日）の９日間開催します。 

９度目の開催となる今回は、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』や、武者絵が描かれた山車を曳いて練り歩く『弘前ねぷたまつり』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、予選会を勝ち抜いた９つ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、「スペシャルナイトイベント」として「女子が嬉しいはっぴーあわー」や新企画「みんなで踊らナイト！」、 

「青森ナイト ｉｎ ふるさと祭り東京」など、夜も楽しめる特別企画を多数ご用意します。 

 

◎期 間：２０１７年１月７日（土）～１５日（日） 

◎時 間：１０：００～２１：００ 

※１／１０（火）は１９：００閉場、１／１５（日）は１８：００閉場 

※いずれも入場は閉場の３０分前まで 

◎場 所：東京ドーム 

◎料 金：前売券 １,４００円／当日券 １,６００円 

※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/ 

◎主な内容： 

★第８回全国ご当地どんぶり選手権 

「全国ご当地どんぶり選手権」では、前回上位の５つのシードどん

ぶりと、予選会を勝ち抜いた９どんぶり、主催者推薦１どんぶりの 

計１５どんぶりが、お客様による食べ比べ（１杯５００円）及び投票により「Ｎｏ.１ご当地どんぶり」の座を競い 

合います。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。 

●シードどんぶり（前回上位入賞５どんぶり） 
前回選手権にて上位入賞を果たしたどんぶりは、シードどんぶりとして出場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★ふるさとの祭り 
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日本

屈指の祭典『青森ねぶた祭』（青森県青森市）、「ヤーヤドー」の掛

け声とともに、武者絵が描かれた山車を曳いて練り歩く『弘前ねぷ

たまつり』（青森県弘前市）、４６個の提灯がついた重さ５０ｋｇの竿

燈を自在に操る妙技の力強さが圧巻の『秋田竿燈まつり』（秋田県

秋田市）など全国各地のお祭りが会場を盛り上げます。 

※その他参加のお祭り：沖縄全島エイサーまつり、仙台すずめ踊りなど 

東京ドームイベント情報 

●グランプリ 

 

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） 
 

函館朝市 
漁り火がごめ丼 

函館朝市 

（北海道） 

 

●第４位 ●準グランプリ 

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） 

●第５位 

越前！蟹丼ぶり 
地魚もてなし滝の川 

（福井県） 

十勝牛とろ丼 
（株）円らく 

（北海道） 

●第３位 
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★にぎわい市（ご当地グルメ） 

３００を超える「にぎわい市」ではうに・いくらなどの海鮮、ブランド牛などのＡ級グルメから、ご当地カレー

やご当地麺など話題のグルメまで幅広く取り揃えます。さらに各地のご当地ビール・地酒・泡盛など１００種

類を超える全国のお酒も堪能できます。 

 

★スペシャルナイトイベント 

開催期間中の１８時～２１時は、場内を暗転し巨大な夜祭会場として演出する「スペシャルナイトイベン 

ト」を実施します。※１／１０（火）、１５（日）を除く 

迫力あるお祭りステージや全国各地のお酒を、仕事帰りのお客様にも気軽にお楽しみいただけます。 

また、１１日（水）は、女性限定特典を盛り込んだレディースデー企画「女子が嬉しいはっぴーあわー」 

１２日（木）は、お客様も一緒になって踊れる参加型企画「みんなで踊らナイト！」を開催します。 

 

 

 

 

 

 
 

そのほか、「ごはんのおとも」を揃えた“市場”を炊きたてのごはん片手に巡る「絶品！逸品！ちょいの 

せ市場」や、ご当地麺を販売する対象店舗のスタンプを５つ集める毎に素敵な賞品が当たる「イケ麺ス 

タンプラリー」など、全国各地のグルメを楽しめるイベントが盛りだくさんです。 
 

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 
 

◆『第１６回東京国際キルトフェスティバル－布と針と糸の祭典－』                              

世界でも最大規模のキルトの祭典が、２０１７年１月１９日（木）～２５日（水）の７日間、東京ドームで開催されます。

今回は東京ドームいっぱいにキルトの花が咲き誇る空間を演出します。 

特別展示は「珠玉のガーデンキルト ネブラスカ大学ＩＱＳＣＭ（インターナ 

ショナル・キルトスタディセンター&ミュージアム）」です。ＩＱＳＣＭ所蔵の１８００ 

年代に作られた貴重な“花のキルト”を展示します。 

また、特別企画は「鷲沢玲子 オズの魔法使い」です。オズの魔法使いの 

物語をキルトで表現し、エメラルド城への道を色とりどりのキルトの花が埋め尽 

くします。 

更に日本の第一線で活躍する作家が「四季 花物語り」をテーマに新作を 

発表します。 

この他、日本最大級のキルトコンテスト『日本キルト大賞』では国内外から 

応募のあった中から入賞・入選作品３００点余りを展示します。 

 

◎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、ＮＨＫ出版、ＮＨＫ文化センター 

◎期 間：２０１７年１月１９日（木）～２５日（水） 

◎時 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/ 
 

地酒・地ビール 

 

こぼれいくら丼 

（北海道） 

 

辛子蓮根 

（熊本県） 

 

米沢牛コロッケ 

（山形県） 

 

制作：中山久美子ジェラルツ 

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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◆スパ ラクーア『ＳＰＡ×ＰＡＲＴＹ ＰＬＡＮ』                                                    

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーアでは、２０１６年１１月９日（水）～２０１７年１月３１日（火）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『ＳＰＡ×ＰＡＲＴＹ ＰＬＡＮ』を実施します。山海の食材をふんだん 

に使用した冬ならではの鍋コースをはじめ、香草や野菜を使った女性に人 

気のメニューなど、２店舗であわせて８つのコースを提供します。 
 
◎期 間：２０１６年１１月９日（水）～２０１７年１月３１日（火）   

◎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」 

    ●「塩バター仕立ての山海鍋コース」 ６,５００円 ［全６品］（４～４６名様･２時間制） 

     山海の幸を一度に楽しめ、初めに塩バター、〆にトマトソースとチーズを加えて２度楽しめるコース。 
                                                         ほか全５コース 

★アジアンエスニックレストラン 「ロータス ムーン」 

●「海鮮トムヤム鍋コース」 ５,０００円 ［全６品］（２～１５名様･２時間制） 

酸味と辛味にココナッツミルクを使用しまろやかな味わいを加えた海鮮鍋。     ほか全３コース 
                                        

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『メシマセ！ 宴
ウタゲ

飯
メ シ

』                                      
東京ドームシティでは、忘年会＆新年会シーズンにあわせて、お得に宴会が楽しめる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：２０１６年１１月１４日（月）～２０１７年１月２０日（金） 

◎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（６店舗） 

韓美膳、紅虎餃子房、春風萬里、マルデナポリ、 

ＢＵＢＢＡ ＧＵＭＰ ＳＨＲＩＭＰ ＴＯＫＹＯ、ＨＵＢ 

◎内 容： 

★プレゼントキャンペーン 

第１弾 忘年会期間（１１／１４～１２／３１）と第２弾 新年会期間（１／１～１／２０）にて、「宴飯見た」と 

事前予約して３,０００円以上ご利用の方を対象に素敵なプレゼントが当たります。 

賞品例：第１弾 スパ ラクーア入館ご招待券 １０枚セット （１０名様）、 

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 ペア(１０組２０名様)  

第２弾 東京ドームホテル ペア宿泊券（５名様）、 

 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 ペア(１０組２０名様)     など  

★その場でもらえる！ワクワク三角くじ 

利用前日の１７時までに、「宴飯見た」と事前予約して来店された方全員を対象に、その場でＴＤＣグルメ 

チケットが当たる抽選会を実施します。 

 

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 

 

その他 

「塩バター仕立ての山海鍋コース」イメージ 
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◆『街バル ｉｎ東京ドームシティ』                                          

東京ドームシティでは、２０１７年１月２３日（月）～２９日（日）の期間限定で、『街バル ｉｎ東京ドームシティ』を

開催します。本イベントは、東京ドームシティ内の約３０店舗を舞台にしたグルメイベントで、イルミネーションに彩

られた東京ドームシティを回遊しながら、参加店舗の街バルメニューをお得に食べ歩くことができます。 

 

◎期 間：２０１７年１月２３日（月）～２９日（日） 

◎時 間：１７：００～各参加店舗の営業終了時間まで 

◎場 所：東京ドームシティ内 各参加店舗（約３０店舗） 

◎チケット料金：３枚つづり／ＷＥＢチケット：３,０００円、 

当日受付販売チケット：３,５００円 

※２０歳以上 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://machi-bar.jp/tokyodomecity-bar-2017 

 

 

 

 

 

 

お客様からのお問い合わせ先：街バル ｉｎ東京ドームシティ運営事務局 ＴＥＬ．０３－３５７０－５１０１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

■街バルとは 

街バルとは、チケット制で複数飲食店を食べ歩き・飲み歩きできるグルメイベントです。参加者は開催エ 

リアを回遊する為、新しいお店や街並みの魅力を発見することができる地域活性化イベントとして、注目を 

浴びております。また、飲食店や周辺商業施設の新規誘客による販売促進施策としても開催されており、 

大手町・表参道をはじめ全国各地で開催されています。 

 

 

◇地域観光ＷＥＢマガジン『Stroll Tips（ストロールティップス）』 

株式会社東京ドームでは、２０１６年９月２７日(火)より“東京ドームシティ周辺も旅先の一つになりうる”と 

思ってもらえるような「旅のヒント」を味のある写真と記事で紹介するＷＥＢマガジン『Stroll Tips』（日英 

２ヵ国語）の配信を開始致しました。東京ドームシティだけではなく周辺地域の魅力を発信し、東京ドーム 

シティを含む地域全体の観光ブランディングに取り組んでいきます。 

◎内 容：東京ドームをランドマークに、周辺地域にある文化施設、観光施設、レジャー施設、飲食店 

などを紹介するＷＥＢマガジン。 初回記事は神田まつや、 

サンダードルフィン、赤城神社、湯島天満宮など。 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.stroll-tips.com/  

 

 


