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ＧＩＡＮＴＳ“新化”だるま（イメージ） 

 

 

 

◆『東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１７』                                   
東京ドームシティでは、２０１７年３月２３日（木）～４月２日（日）の期間、 『東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕 

祭 ２０１７』を開催します。今回は、高さ約３.６ｍの「ＧＩＡＮＴＳ“新化”だるま」が新ユニホームをまとい登場。読 

売巨人軍の日本一を祈願して高橋由伸監督による「目入れ」を行い、期間を通してファンの皆様をお迎えします。 

さらに、読売巨人軍１２選手のスタンプを集めるスタンプラリーや開幕祭スペシャルステージなど、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 ２０１７ 

◎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：２０１７年３月２３日（木）～４月２日（日）  

◎場 所：東京ドームシティ全域 

◎料 金：無料 

◎内 容： 

★ＧＩＡＮＴＳ“新化”だるま 

高さ約３.６ｍの巨大な「ＧＩＡＮＴＳ“新化”だるま」が新ユニホームをまとい登場。 

選手の想いが詰まった提灯とともに、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“新化”だるま」の目入れ式  

読売巨人軍の日本一を祈願して、高橋由伸監督が巨大だるまの「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２５日（土） ※雨天時は３／２６（日）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２３日（木）／２６日（日） ※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 

★ＧＩＡＮＴＳ プレ―ヤーズ スタンプラリー 

東京ドームシティを回り、読売巨人軍１２選手のスタンプを集めるスタンプラリー。スタンプを全て集める

と壁掛けカレンダーが完成します。また、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 

★オリジナル限定グッズ発売 

東京ドームシティ限定の『ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１７』オリジナルグッズを発売します。 

【場 所】ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ、Ｇ－ＳＨＯＰ、東京ドーム２２ゲート前特設ワゴン など 

【グッズ】オリジナルＴシャツ ３,０００円、オリジナルフェイスタオル ２,０００円、 

オリジナルボールペン＆シャープペンセット ８５０円 ※完売次第、販売終了 

など 
※各イベント名称・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 

野球関連 
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◆東京ドーム大規模リニューアル第２弾としてエキサイトシート（フィールドシート）を増設                                      

株式会社東京ドームでは、創立８０周年記念事業として東京ドームの大規模リニューアルを２０１６年１月よ

り３年間にわたり実施しています。 

第２弾となる今回、より臨場感のある野球観戦をお楽しみ 

いただくため、エキサイトシートを１５４席増設しました。さらに、

エキサイトシートでは防球ネットのついたエリアを新設し、お

食事やお飲み物を召し上がりながらの観戦や、お子様連れ

の観戦も、気楽にお楽しみいただけるようにしました。その

他にも、内野２階席のリニューアルや快適性向上にむけた整 

備などを行ないます。 

 

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 

 

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

２０１７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。大好評の「監督・選手プロデュース弁当」には新たに小林選手が加わります。また、人気の「じゃびっとべ

んとう」もリニューアル、お土産としても嬉しい巾着袋付きです。そのほか、東京ドームをイメージしたオリジナル 

の「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  

昨年初登場し好評を博した「監督プロデュース弁当」が“新化”を遂げ、また、毎年人気の「選手プロデュース

弁当」に今年は小林選手が加わり、内容もリニューアルします。高橋監督・坂本選手・亀井選手・阿部選手・菅

野選手・小林選手の全６種類となります。 

各選手の大好物や、こだわりがたくさんつまったプロデュース弁当は、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。 

※詳細は３月下旬に発表予定 

◎発 売 日：２０１７年３月３１日（金） 

※巨人戦開催時 

◎販売場所：東京ドーム内売店  

◎価 格：監督プロデュース弁当 ２,０００円、選手プロデュース弁当 １,５５０円 

 

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、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。ノベルティの巾着は全３種類

です。 

※巾着の種類は選べません 

◎販 売 日：前半 ２０１７年３月３１日（金）～６月２５日（日） 

      後半 ２０１７年７月１日（土）～シーズン終了 

※巨人戦開催時 

◎販売場所：東京ドーム内売店 

◎価 格：１,３５０円 

ライトスタンドからみた一塁側エキサイトシート（イメージ） 

前半 後半 
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東京ドームオリジナル珍!?グルメ 

◎発 売 日：２０１７年３月２３日（木） 

◎販売場所：東京ドーム内売店 

★ドームメロンパンサンド（各５７０円） 

東京ドーム名物のドームメロンパンサンドがリニューアル！東京ドーム 

の屋根をイメージしたふっくらメロンパンに大きなハンバーグを惜しげも 

なく挟みました。この他スイーツバージョンもご用意。 

 

★東京ドームの芝!?ドッグ（５５０円） 

東京ドームのグラウンドの芝をイメージしたホットドッグが６月２５日（日） 

までの期間限定で新登場します。 

名前と見た目だけではなく、ジョンソンビルソーセージの味が引き立 

つよう、アボカド・レタス・ジェノベーゼソース・パセリが入り、味のバラン 

スも完璧です。 

 

★場外ホームラン丼（９８０円） 

場外ホームランのように大きなわらじチキンカツを１枚ドーンと丼から 

大胆に飛び出させました。味はもちろん、ボリューム満点。観戦のお供 

にぴったりです。 

 

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 

 

◆東京ドームオリジナルグッズ                                            

東京ドーム×’４７ＣＬＯＳＥＲ ブラック（３,８００円）  

 昨年ご好評いただいたＭＬＢ公認ライセンスブランド「４７ Ｂｒａｎｄ」の 

コラボキャップが今年も実現！観戦時だけではなく、普段使いできる 

デザインとなっています。 

◎販売場所：ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ、東京宝島 

◎発 売 日：２０１７年３月下旬予定 

※販売時期やデザインは予告なく変更する場合あり 

 

開幕３連戦限定！カリカチュアガチャ（４００円）  

昨年のジャイアンツ・ファンフェスタで大人気だったガチャガチャ。 

デザインをリニューアルし、再登場します。 

◎販売場所：ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ前 

◎販 売 日：２０１７年３月３１日（金）～４月２日（日） 

 

大リーグボール焼き（８００円） 

あの人気漫画「巨人の星」とのコラボお菓子が登場しました。東京ドームでしか 

手に入らないため、ファンにはたまらないお土産として、好評販売中です。 

◎販売場所：ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ、東京宝島 

 
 

場外ホームラン丼 

大リーグボール焼き 

ドームメロンパンサンド  

（ハンバーグ） 

東京ドームの芝!?ドッグ 

東京ドーム×’４７ＣＬＯＳＥＲ ブラック 

開幕３連戦限定！カリカチュアガチャ 

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『巨人戦観戦宿泊プラン ２０１７』                                

東京ドームホテルでは、開幕戦から６月２５日（日）までの試合を対象とした『巨人戦観戦宿泊プラン ２０１７』

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：２０１７年東京ドーム 巨人公式戦開催日 

※７／１（土）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〕５／１０（水）１０：００～ 〔電話予約〕５／１７（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 1 塁側 ２４,６００円～／３塁側 １８,６００円～ 

Ａ席 1 塁側 １８,２００円～／３塁側 １７,６００円～ 

Ｂ席 1 塁側 １５,９００円～  

※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東京ドームホテル 公式ホームページをご参照ください 

◎予 約 先：東京ドームホテル 〔インターネット予約〕http://www.tokyodome-hotels.co.jp 

〔電 話 予 約〕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『侍ジャパン応援企画「ＷＢＣ展」』                              

（公財）野球殿堂博物館では、２０１７年４月９日（日）までの期間、「２０１７ ＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ™」

の開催に際し、『侍ジャパン応援企画「ＷＢＣ展」』を開催します。 

これまでの野球日本代表 侍ジャパンの歩みと、ＷＢＣでの活躍の歴史を振り返り、今大会に出場する侍ジャパン

を紹介します。二大会連続世界一となった ２００６ＷＢＣ、２００９ＷＢＣ の優勝トロフィー、決勝戦ウイニングボー

ルをはじめ、数々の激闘を戦い抜いた選手たちの用具や記念品を展示しています。 

 また、今大会出場の侍ジャパンの関連資料を、随時展示に追加予定です。 

※２００６ＷＢＣ 優勝トロフィーについては館外での展示のため、当館では３月初旬からの展示予定となります 

決まり次第、公式ホームページ（http://www.baseball-museum.or.jp/)で告知します 
 

◎名 称：侍ジャパン応援企画「ＷＢＣ展」 

◎期 間：～２０１７年４月９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 

※３／７（火）～１６(木)の WBC 試合開催日は～１８：３０  

※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 

 

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 

２００９ＷＢＣ 優勝トロフィー 
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◆新しいカルチャースペース『Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ（ギャラリー アーモ）』４月１５日（土）オープン                                                    

２０１７年４月１５日（土）、東京ドームシティに“楽しさ”と“ライブ感” 

を体験できる大人のための“遊べる”ギャラリー『Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ 

（ギャラリー アーモ）』がオープンします。 

ＡａＭｏの「Ａ」は、「Ａｒｔ」「Ａｍｕｓｅｍｅｎｔ」の略、そして「ａＭｏ」は 

「ａｎｄ Ｍｏｒｅ」の意。新しい価値が創造され展開されるギャラリーで 

あり東京の新名所として認知されていく、という意味が込められてい 

ます。最先端のメディアアートから、工芸、サブカルチャーまで、様々 

なジャンルの催事を１～３ヶ月ごとに入れ替えながら継続的に展開し 

ていきます。 

 

◎名   称：Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ（ギャラリー アーモ） 

◎オープン日：２０１７年４月１５日（土） 

◎場   所：東京ドームシティ クリスタルアベニュー沿い 

◎面   積：約８３０㎡   

◎天 井 高：５ｍ 

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

◎主なイベント： 

★Ｒｈｉｚｏｍａｔｉｋｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ×ＥＬＥＶＥＮＰＬＡＹ 

Ｄａｎｃｅ Ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ ａｔ Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ 

メディアアートクリエイティブチーム「Ｒｈｉｚｏｍａｔｉｋｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ
ラ イ ゾ マ テ ィ ク ス リ サ ー チ

」と、演出振付家 

ＭＩＫＩＫＯ率いるダンスカンパニー「ＥＬＥＶＥＮＰＬＡＹ
イ レ ブ ン プ レ イ

」によるダンスパフォーマンス 

の融合型エンタテインメントを中心とした、限定スペシャルイベント。テクノロジーを 

駆使した演出装置とダンスパフォーマンスを融合させ、「アート」と「体験」をテーマに 

新作パフォーマンスを披露するほか、オリジナルグッズの販売を行ないます。 

【日 程】４月１５日（土）・１６日（日） 

【時 間】１３：００、１６：３０、２０：００ ※各日３回公演  
 
★ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」展 

大人気バレーボール漫画「ハイキュー!!」（集英社／古舘春一）を舞台化したハイパー 

プロジェクション演劇「ハイキュー!!」初の企画展。これまでの、演劇「ハイキュー!!」にて 

使用された舞台セットを実際に体感いただけるほか、衣裳や写真の展示、映像、オリ 

ジナルグッズの販売など、演劇「ハイキュー!!」の世界をお楽しみいただけます。 

【日 程】４月２５日（火）～５月２８日（日） ※５／９（火）は休館日 

【時 間】平日／１２：００～２０：００、ＧＷ期間および土日祝日／１０：００～２２：００ 
※４／２５（火）〔初日〕は１３：００～ 

※ＧＷ期間は、４／２８（金）～５／７（日） 
 
★ＴＯＫＹＯ ＡＲＴ ＣＩＴＹ ｂｙ ＮＡＫＥＤ 

クリエイティブカンパニー「ＮＡＫＥＤ
ネ イ キ ッ ド

」による東京の姿を都市と光のアートの側面 

    から創造する体験型展示会。「都市とはアートである」のコンセプトのもと、変化を続 

ける“東京”を題材に、多様な人びとの営みが集積する“都市”をプロジェクションマッ 

ピングや巨大模型によってコラージュし、その中を通り体験することによって時間軸 

を超え変化し続ける“都市”を体感いただけます。 

【日 程】６月１６日（金）～９月３日（日） 
     

※料金ほか詳細については、公式ホームページをご確認ください 
 

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティわくわくダイヤル ＴＥＬ．０３－５８００－９９９９ 

新施設オープン 

イメージ 
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◆『東京ドームボウリングセンター ＣｕＢＡＲ ＬＯＵＮＧＥ（クーバー ラウンジ）』 

３月２５日（土）オープン             

東京ドームボウリングセンターは、２０１７年３月２５日（土）に、４Ｆフロア１４レーンを『ＣｕＢＡＲ ＬＯＵＮＧＥ 

（クーバー ラウンジ）』としてリニューアルオープンします。 

『ＣｕＢＡＲ ＬＯＵＮＧＥ』は、仕事帰りのお客様をターゲットに、 

バーカウンターでゆったりとお酒を飲みながら、おしゃれな大人

の遊び場としてボウリングをお楽しみいただける、ラウンジ風の 

クラシックな空間です。 

施設内はシックな内装とし、高級感のあるソファーやテーブル、

グレードの高いハウスボール、ハウスシューズを使用することで、

おしゃれな大人の遊び場としてのボウリング場を演出します。 

待ち時間にもご利用いただけるバーカウンターでは、ビールや

ウイスキー、各種カクテルやソフトドリンクなど６０種以上のドリンクメニューに加え、ローストビーフやミックス 

ナッツなどのフードメニューをご提供します。仲間同士で、カップルで、様々なシーンにご利用ください。 

 

◎名 称：東京ドームボウリングセンター ＣｕＢＡＲ ＬＯＵＮＧＥ（クーバー ラウンジ） 

※「ＣｕＢＡＲ」の「Ｃ」は「Ｃｌａｓｓｉｃ」、「ｕ」は「Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ」の頭文字をとった造語です 

◎オープン日：２０１７年３月２５日（土） 

※ご予約はご利用日の３ヶ月前から承ります 

※５Ｆフロアの４０レーンはこれまで通り営業します 

◎営業時間：１６：００～２２：３０ 

※土曜日は１０：００～、日曜日・祝日は９：００～ 

◎場 所：東京ドームシティ内黄色いビル４Ｆ 

◎プレイ 料：１ゲーム 平日７４０円、土日祝８００円  

※ほか、学生料金、時間貸し料金などあり 

※５Ｆフロア（既存）は１ゲーム平日５７０円、土日祝６２０円 

◎貸 靴 料：４００円（１５ｃｍ～３２ｃｍ） ※持ち込み可 

◎面 積：約１,３００㎡（１４レーン） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームボウリングセンター ＴＥＬ：０３－３８１７－６１１５ 

イメージ 

≪ボウリング業界のパイオニア≫ 
東京ドームシティでは、１９６１年６月１５日に国内初のオートマチックピンセッターをそなえた８レーンのボウリング場を 

開場して以来、１９７０年代のボウリングブームを経て、現在まで人気施設として親しまれています。 
 
＜東京ドームシティとボウリング場の歴史＞ 
 
■１９６１年６月１５日 

国内初のオートマチックピンセッターをそなえた８レーンのボウリング場を開場 
■１９６２年１月１５日 

国内最大規模となる６２レーンの「後楽園ボウリングセンター」を開業 
■１９７３年４月２０日 

黄色いビル開業に合わせて３フロア１０４レーンの規模に移転・拡大 
■１９７６年１２月～現在 

２フロア５４レーンのボウリング場として営業中 
※２０００年１月１日に「東京ドームボウリングセンター」に名称変更 
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◆宇宙戦隊キュウレンジャーショー シリーズ第１弾  

                   『宇宙戦隊キュウレンジャー シアターＧロッソに現る！！』                                              

スーパー戦隊シリーズ４１作目となる新ヒーロー「宇宙戦隊キュウレンジャー」（テレビ朝日系列）のヒーロー

ショー第１弾を、２０１７年３月１８日（土）より｢シアターＧロッソ｣にて開催します。 

星座の力をやどした“キュータマ”に選ばれし９人の究極の救世主「宇宙戦隊キュウレンジャー」が、宇宙幕

府ジャークマターの支配から宇宙を解放するため、シアターＧロッソで大迫力の戦いを繰り広げます。 

 

◎名 称：宇宙戦隊キュウレンジャーショー シリーズ第１弾 

『宇宙戦隊キュウレンジャー シアターＧロッソに現る！！』 

◎期 間：２０１７年３月１８日（土）～４月９日（日）の土日祝日 

※３／２５（土）～４／５（水）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：http://eplus.jp/hero/ 

◎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：宇宙を支配する宇宙幕府ジャークマター。 

やつらから宇宙の星々を解放するため、 

星座の力秘めし９人の伝説の戦士が立ち上がった！ 

星座の力とは一体！？ 

「宇宙は俺たちが取り戻す！」 

宇宙戦隊キュウレンジャーが、銀河の辺境「地球」に、 

そして今ここ、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 

©2017 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

≪宇宙戦隊キュウレンジャーショーをみて、テレビＣＭに出よう！≫ 

"シアターＧロッソで僕と握手！"のフレーズでお馴染みのテレビコマーシャルで、シシレッドとの握手シーンに出演していた

だくお子様を募集します。シアターＧロッソで行われる“宇宙戦隊キュウレンジャーショー”シリーズ第１弾をご観覧いただき、 

入場時に配布される「ＣＭ募集応募専用ハガキ」にてご応募ください。 

 

＜応募方法＞ 

専用ハガキに郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号などをご記入の上、Ｇロッソ 

チケットカウンター前の応募箱に投函するか、５２円切手をお貼りの上、お送りください。 

※応募に関する詳細は公式ホームページをご覧ください 

■応募箱設置期間 

３／１８（土）～４／９（日） 

■郵送締め切り 

４／１４（金）当日消印有効  

厳正なる抽選の上、当選された方には５月上旬までにお電話にてご連絡します。 

 

ＣＭ撮影イメージ 

©2017 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 
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★ホットドッグスタンド  

キュウレンジャー缶バッジ（イメージ） 

©2017 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

©2017 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

★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 

 

◆宇宙戦隊キュウレンジャー『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、「宇宙戦隊キュウレン

ジャーショー シリーズ第１弾」がスタートする２０１７年３月１８日（土）より、宇宙戦隊キュウレンジャーのオリジ

ナル缶バッジ（全１２種）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」ではガイドブックなど、キュウレンジャーの『オリジナルグッズ』を販売します。 

 

オリジナル缶バッジ付きキュウレンジャーヒーローメニュー 
   ※缶バッジは１メニューにつき１２種の中から 1 個プレゼント（種類は選べません）  
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  
キュウレンジャーオリジナルグッズ ※缶バッジは付きません 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 
 

◆『キュウレンランド』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、「宇宙戦隊キュウレンジャー」をテーマにした屋内型 

アトラクション、『キュウレンランド』がオープンします。 

“流星スライダー”・“ステップ星座”・“ソフト積み木”が楽しめる「スターランド」、トランポリンで遊べる「スペー

スジャンプ」や、ツイストスライダーで滑りおりる「スペースキャンプ」、キュウレンジャーのグッズが揃う「プレイ 

コーナー」など、体を動かしたり、おもちゃを使って遊んだり、キュウレン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：２０１７年３月２５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 

◎協 賛：サンスター文具株式会社 

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 

キュウレンジャーガイドブック 

５００円 

ヒーローセット 

７００円 
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◆東京ドームホテル『宇宙戦隊キュウレンジャールーム』                           

東京ドームホテルでは、今春登場の戦隊ヒーロー「宇宙戦隊キュウレンジャー」をモチーフとしたヒーローコン

セプトルーム『宇宙戦隊キュウレンジャールーム』を、２０１７年３月２４日（金）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「宇宙戦隊キュウレンジャー」のデザインが施されており、キュウ

レン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：２０１７年３月２４日（金）～２０１８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 公式ホームページ http://www.tokyodome-hotels.co.jp 

※インターネット予約限定 

◎特 典：●“シシレッド”からのメッセージ映像の放映 

            ●キュウレンジャーのアメニティグッズをご用意（お持ち帰り可） 

           ●お部屋で遊べるグッズをご用意（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『宇宙戦隊キュウレンジャー ＧＷファミリーブッフェ』                  

東京ドームホテルでは、２０１７年５月４日（木・祝）に『宇宙戦隊キュウレンジャー ＧＷファミリーブッフェ』を開

催し、「宇宙戦隊キュウレンジャー」による迫力ある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ス

タイルのお食事をご提供します。 

ヒーローショーには、歴代ヒーローの「動物戦隊ジュウオウジャー」のジュウオウイーグルと「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、「宇宙戦隊キュウレンジャー」のオープニングテーマを歌う幡野 

智宏氏と「動物戦隊ジュウオウジャー」のエンディングテーマを歌う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「宇宙戦隊キュウレンジャー」との写真撮影 

やお土産をプレゼントします。 

 

◎日 時：２０１７年５月４日（木・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】着席ブッフェスタイルのお食事・フリードリンク 

【ショー】ヒーローショー「宇宙戦隊キュウレンジャー」、 

ミニコンサート 

【特 典】「宇宙戦隊キュウレンジャー」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 公式ホームページ http://www.tokyodome-hotels.co.jp 

※３／１（水） 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 

©2016 テレビ朝日・東映 AG・東映 
２０１６年度の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』 

 

 

AG・東映 

 

©2017 テレビ朝日・東映 AG・東映 

 

AG・東映 
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◆『卒業生いらっしゃい２０１７』                                               

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１７年３月１日（水）～４月５日（水）の期間、２０１７年春に卒業を

迎える学生を対象に、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２０１７』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、スマホなどで撮影した写真にハッシュタグ「#卒いら」を付けてＳＮＳに投稿すると、無料でプリントできる 

ＰＩＣＳＰＯＴのサービスも実施します。 

 

◎名 称：卒業生いらっしゃい２０１７ 

◎期 間：２０１７年３月１日（水）～４月５日（水） 

◎時 間：１０：００～２１：００  

※３／１７（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/sotsuira2017/ 

◎内 容： 

★卒業生スペシャルチケット 

２０１７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２０１７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 

       ※５Ｆフロアのみ利用可 
       ※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２００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時以降は保護者同伴がない１６歳未満、２２時以降は全ての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３５種 

※クーポンはイベント期間中［３／１（水）～４／５（水）］のみ有効 

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

★オリジナルフェイスシール＆ＰＩＣＳＰＯＴ*１ 

「卒業生スペシャルチケット」を購入された方には、「オリジナルフェイスシール」をプレゼントします。また、

スマホなどで撮影した写真にハッシュタグ「#卒いら」を付けてＳＮＳに投稿すると、無料でプリントできる 

ＰＩＣＳＰＯＴのサービスも実施します。卒業生以外の学生の方も、卒業生と共に思い出作りにお越しくだ 

さい。 

*１ ＰＩＣＳＰＯＴ：ＳＮＳを使ってシェアされる写真を通して様々な体験を提供するソーシャルメディアサービスです 

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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「エウロパ」の地表（イメージ） 

©Ｗａｌｔｅｒ Ｍｙｅｒｓ／Ｓｔｏｃｋｔｒｅｋ Ｉｍａｇｅｓ／ａｍａｎａｉｍａｇｅｓ 

 

 

 

◆『Ｔｈｅ Ｊｏｕｒｎｅｙ ｔｏ ＥＵＲＯＰＡ ｂｙ ＫＬＯＫＡ～木星の月・エウロパへの旅～』                      

宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー）では、２０１７年３月９日（木）～６月２８日（水）の期間、第９回となる企

画展として『Ｔｈｅ Ｊｏｕｒｎｅｙ ｔｏ ＥＵＲＯＰＡ ｂｙ ＫＬＯＫＡ～木星の月・エウロパへの旅～』を、館内の企画展示

室にて開催します。 

本企画展では、クリエイティブスタジオ「ＫＬＯＫＡ」によるイマジネー 

ションあふれた立体造形展示や仕掛けを施した体験型コンテンツ 

などを交え、未知の星「エウロパ」への旅を想像し体感いただけ 

ます。 

 

◎期 間：２０１７年３月９日（木）～６月２８日（水） 

◎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） 

※特定日は３／２７（月）～４／５（水）の平日 

◎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（公式ホームページからのオンライン、 

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： 

★エウロパと生命を育むチムニー  

厚い氷に覆われた地表の下に広がる「海」、生命を育む「チムニー（熱水噴出孔）」や生命体の存在して 

いる可能性について考察します。 

 

★エウロパの海の中へ・・・  

探査船の覗き窓から海中を鑑賞できるエリアなど、イマジネーションにあふれたエウロパの海をお楽しみ 

いただけます。 

 

★奇妙で賑やかな海の底・未知の生命体との出会い  

未知の生命体が生息する海底を想像し、立体オブジェなどを使って表現するほか、オブジェを背景に記 

念撮影ができるフォトスポットも用意します。また、想像のエウロパ生物図鑑も楽しめます。 

 

★１００年後のエウロパ未来都市 

１００年後の海中での生活について、居住空間に入り込めるような空間演出や展示を実施します。 
 

★ＴｅＮＱ×ＫＬＯＫＡオリジナルグッズ 

企画展の世界観を持ち帰ることができるような、限定のオリジナルグッズを発売します。 

 

 

宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー） 

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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◆フードコート「ＧＯ－ＦＵＮ（ゴファン）」２店舗が新規オープン                          

マルシェ（市場）のような賑わいのある空間を演出したフードコート「ＧＯ－ＦＵＮ（ゴファン）」では、２０１７年春（３月、 

４月）に、新規２店舗がオープンします。 
 

マザー牧場 CAFÉ&SOFTCREAM 

◎業    態：カフェ＆ソフトクリーム  

牧場のおいしさと心やすらぐ雰囲気を 

そのままお届けするマザー牧場直営店。 

◎オープン日：２０１７年３月３日（金） 

 

Hot Spoon 

◎業    態：カレー専門店 

牛すじと野菜を長時間煮込んだコクのある 

手作りカレー。 

◎オープン日：２０１７年４月予定 

 
 
 
 

≪フードコート「ＧＯ－ＧＵＮ（ゴファン）」概要≫ 

「ＧＯ－ＦＵＮ（ゴファン）」は、幅広い層の方に気軽にお食事をお楽しみいただけるフードコートです。 

小さなお子様連れファミリー向けのキッズテーブルコーナー、グループ向けのボックスシートコーナー 

   のほか、カップルやお一人でも利用しやすいよう、バラエティ豊かな座席タイプをご用意しています。 

明るく開放的なエリア内には、ハンバーグレストラン「びっくりドンキーポケットキッチン」、創作だし茶漬 

  け「こめらく みんなで、お茶漬け日和。」、東京醤油ラーメン「せたが屋」、讃岐うどん専門店「丸亀製麺」 

  のほか、２０１７年春に新規オープンの、カフェ＆ソフトクリーム「マザー牧場 CAFÉ&SOFTCREAM」、 

カレー専門店「Hot Spoon」を加えた６店舗が集まります。 

 

■店 舗 数：６店舗 

■席   数：約３００席 

■営業時間：１０：００～２１：００（ＬＯ.２０：３０） 

※イベントにより延長営業あり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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親子体操の様子（イメージ） 

◆屋内型キッズ施設「ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ）」春のイベント                                    

屋内型キッズ施設「ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ）」では、２０１７年の春（４月～５月）に、親子で一緒に楽しめる 

３つのイベントを開催します。 

 

ハイハイレース ｉｎ アソボ～ノ！ 

◎日 時：２０１７年４月１０日（月） １２：００～１５：００ 

◎内 容：アソボ～ノ！で初開催となる、ハイハイができる未歩行の赤ちゃん向けのイベント。貴重なハイ

ハイ期の記念としてご家族でお楽しみいただけるほか、同じ乳児期のお子様を持つ保護者の皆 

様との交流の場としてもお役立ていただけます。ゴールに待機した保護者を目指し、タイムを測 

ります。参加された赤ちゃん全員に表彰状とスタッフ手作りのマラカスをプレゼントします。 

※レースを盛り上げるため、参加者全体で１０位までの順位付けはいたしますが、順位、タイムを重視するイベント 

ではありませんので、思い出づくりとしてお気軽にご参加いただけます 

 

こどもの日 ｉｎ アソボ～ノ！ 

◎日 時：２０１７年５月５日（金・祝）  

★こどもの日限定 おりがみ＆ぬりえコーナー 

【時 間】１１：００～１５：００ 

【内 容】おりがみでカブトを折ったり、鯉のぼりの塗り絵をお楽しみいただけます。 

参加されたお子様にアソボ～ノ！オリジナルおりがみをプレゼントします。 

 

★親子体操 こどもの日バージョン  

【時 間】１５：３０～ ※２０分程度 

【内 容】スタッフ手作りのミニチュア鯉のぼりを持ちながら、 

こどもの日をイメージしたオリジナルの体操やダンス 

を、親子で一緒にお楽しみいただけます。 

 

母の日 ｉｎ アソボ～ノ！ 

★お母さんのために似顔絵をかこう！ 

【日 時】２０１７年５月１２日（金）～１４日（日） １１：００～１７：００ 

【内 容】お母さんの似顔絵を描くコーナーをご用意します。描いていただいた作品は期間中、館内に 

展示します（ご希望によりお持ち帰り可）。お母さんに感謝の気持ちをプレゼントしていた 

だけます。 

          

★親子体操 母の日バージョン 

【日 時】２０１７年５月１４日（日） １５：３０～ ※２０分程度 

【内 容】スタッフが花紙で作ったカーネーションを持ちながら、母の日をイメージしたオリジナルの 

体操やダンスを、親子で一緒にお楽しみいただけます。 
 

≪「ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ）」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 

■対 象：０歳～６歳のお子様およびその家族 

■U R L：http://www.asobono.jp/ 
 

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．０３－３８１７－６１１２ 



15 

 

◆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、２０１７年４月１日（土）～５月３１日（水）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スタイルにてご用意します。 

 

◎期 間：２０１７年４月１日（土）～５月３１日（水） 

◎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／蟹大漁盛り、渡り蟹入り塩ラーメン、北海道産鮭のブラックビーンズ炒め など 

ラ ン チ 限 定／北海道産グリーンアスパラガスのクリームとベーコン、スクランブルの“アルジャントゥイユ”、 

北海道産十勝鶏のスパイス焼き 北海道産野菜のビスク など 

ディナー限定／北海道根室市“珸瑶瑁
ご よ う ま い

ポトフ” アイヨリ添え、かみこみ豚入り五目豆腐、 

北海道産時鮭の焼きピラフ トマト出汁風味 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇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を含む周辺地域を 

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。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。 宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テン 

キュー）、アーツ千代田３３３１、弥生美術館・竹久夢二美術館、 

最新記事はおりがみ会館など。 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.stroll-tips.com/ 

 

宇宙ミュージアムＴｅＮＱ 

 

弥生美術館・竹久夢二美術館 お茶の水 おりがみ会館 



  

 

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） 

  ■公式ホームページ・・・・・・・・・・ 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 ※２０１７年２月２８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 

 

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 ミーツポート 

ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ 東京ドームボウリングセンター 東京ドームボウリングセンター 

ＣｕＢＡＲ ＬＯＵＮＧＥ（イメージ） 

３月２５日（土）オープン 

Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ（イメージ） 

４月１５日（土）オープン 


