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◆リアル脱出ゲーム×ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない  

『ジョジョの奇妙な遊園地からの脱出 in 東京ドームシティ アトラクションズ』                 

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１７年７月１５日（土）～９月２４日（日）の期間、「リアル脱出ゲー

ム」と大人気作品「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」(原作：荒木飛呂彦／集英社発行「ウルトラ

ジャンプ」連載)とのコラボレーションイベント『ジョジョの奇妙な遊園地からの脱出 in 東京ドームシティ アトラク

ションズ-謎を解け。おのれのスタンド能力で。-』を開催します。 

園内を“杜
も り

王
お う

町
ちょう

”に見立て、本イベントだけの特別な“スタンド”を駆使して、遊園地

内に仕掛けられた謎を解く参加型ゲームイベントです。 

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コースもご用意し、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×ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 

『ジョジョの奇妙な遊園地からの脱出 in 東京ドームシティ アトラクションズ 

-謎を解け。おのれのスタンド能力で。-』 

◎期 間：２０１７年７月１５日（土）～９月２４日（日） 

◎時 間：１５：００～２２：００（参加受付は終了時間の２時間前まで） 

         ※期間中の土日祝および８／１１（金・祝）～１５（火）は１０：００から開催 

         ※９／１（金）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 

◎協 力：ジョジョの奇妙な冒険 DU 製作委員会 

◎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 

◎前 売 券：スクラップチケット、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：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で販売 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://realdgame.jp/jojo-yuuenchi2017/tokyo/ 

◎Ｔｗｉｔ ｔｅｒ：@jojotdca_tokyo 

◎内 容：本イベントだけの特別な“スタンド”を駆使して、遊園地内に仕掛けられた謎を解く参加型イベント 

 

 

 

 

 

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 

≪ストーリー≫  

杜王町に潜む異常な殺人鬼、吉良吉影。 

その犯行を目撃してしまったあなたは吉良に命を狙われてしまう。 

生き延びるには吉良吉影を倒す方法を探すしかない！ 

杜王町に見立てられた遊園地内で、個性豊かなスタンド使いたちとともに繰り広げられる白熱のスタンドバトル！ 

執拗に襲いかかるシアーハートアタックやキラークイーンの襲撃を切り抜け、覚醒したあなた自身のスタンドで吉良吉

影を倒せ！ 

©L/S,JOJO DU 
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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。 

２０１７年夏には札幌、大阪、熊本など全国９ヶ所でお化け屋敷を展開するなど、お化

け屋敷プロデューサーとして全国各地で活躍中。 

『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『恐怖の首すじ理髪店』                                       

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１７年７月１５日（土）～９月２４日（日）の期間、毎年恒例の夏期

限定お化け屋敷を、『恐怖の首すじ理髪店』と題して開催します。１９９２年夏より東京ドームシティ アトラク 

ションズでお化け屋敷をプロデュースする“お化け屋敷プロデューサー”の五味弘文氏が、今年も夏期限定で、

より恐怖の増したお化け屋敷を演出します。 

五味弘文氏はお化け屋敷にストーリーを持ち込み、お客様にミッションを担わせることでそのストーリーに参

加させ、“怖い”感覚を通して“楽しい”を得るエンタテインメントを確立しました。 

今回のミッションは＜首飾りをつけて歩く＞こと。けれど、足を踏み入れた理髪店では、かつて首飾りを巡っ

て恐ろしい惨劇が起こっていました。今でも、怨念はその場に残り、首飾りを目印に、闇の中に潜むカミソリが

あなたの首すじを狙ってきます。 

１７時以降の【超・絶叫篇】は、演出が２倍に増え、さらに一番奥の部屋のドア 

も開きます。【ノーマル篇】より、さらに楽しめる内容としてグレードアップします。 

夏の暑さを吹き飛ばす恐怖のエンタテインメントを、ぜひお楽しみください。 

 

◎名 称：夏期限定お化け屋敷『恐怖の首すじ理髪店』 

◎期 間：２０１７年７月１５日（土）～９月２４日（日） 

◎時 間：【ノーマル篇】１０：００～１６：００ 【超・絶叫篇】１７：００～２２：００ 

※【ノーマル篇】と【超・絶叫篇】で演出が一部異なる 

※混雑状況により受付終了時刻が変更になる場合あり 

※８／１１（金・祝）～１５（火）は９：３０開園 

※９／１（金）以降は２１：００閉園 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ 

  ◎料 金：１,０３０円（【ノーマル篇】【超・絶叫篇】共通） 

※【ノーマル篇】はワンデーパスポート・ライド５での入場可 

※【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での入場不可 

◎入場規定：６歳以上 

◎テ ー マ：首すじが狙われる恐怖 

◎プロデュース：五味弘文氏 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kubisuji.tokyo/ 

◎Ｔｗｉｔ ｔｅｒ：@at_raku_obake 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五味弘文氏 

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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◆『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、２０１７年７月１５日（土）～８月３１日（木）の期 

間限定で、お子さま向け水遊び広場『わくわく！ウォーターガーデン』が登場します。 

３年目となる今年は、例年好評のウォーターアトラクションに加え、泡遊びアトラクション「あわあわホイップ」

が登場。ミストのシャワーが湧き出る涼しい空間の中、水に濡れながら楽しく元気に遊べる４つのアトラクション

を展開します。小学生までのお子さまを対象とし、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：２０１７年７月１５日（土）～８月３１日（木）  

◎時 間：１０：００～１７：００ （受付終了は１６：００) 

※８／１１（金・祝）～８／１５（火）は９：３０～ 

※混雑状況により営業時間延長の可能性あり 

◎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（１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 

※小学校入学前のお子様には、保護者（１８歳以上）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５名まで入場可能 

※０歳、中学生以上の方は入場無料 

※中学生以上の方のみの入場不可 

※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_watergarden2017/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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あわあわホイップ ＮＥＷ 

吹き出るふわふわの不思議な“泡”に触れて 

遊べるアトラクション 

 ②びしょぬれアドベンチャー 

 ③ウォータースライダービッグ 

 ④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。 

マジカルミスト あわあわホイップ（イメージ） 
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◆『仮面ライダー×スーパー戦隊 Ｗヒーロー夏祭り２０１７』                                                         

東京ドームホテルでは、２０１７年８月９日（水）～８月１８日（金）の期間、 

『仮面ライダー×スーパー戦隊 Ｗヒーロー夏祭り２０１７』を開催します。 

現在放映中の「仮面ライダーエグゼイド」、「宇宙戦隊キュウレンジャー」

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します。また、大人気アクションステージ「仮面ライダー

スーパーステージ」では、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２０１７ 

◎期 間：２０１７年８月９日（水）～１８日（金） 

◎時 間：１０：００～１７：００（最終入場１６：３０） 

◎場 所：東京ドームホテル地下１階 特設会場 

◎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、プレイエリアへの入場および「仮面ライダースーパーステージ」１公演の観覧が可能 

※３歳以上はチケットが必要、２歳以下でも座席をご利用の場合はチケットが必要 

※自由席は座席に限りがあるため、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あり 

 

◎チ ケ ッ ト：ローソンチケットにて前売券販売中 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://at-raku.com/whero2017/ 

◎主な内容： 

★仮面ライダースーパーステージ 

仮面ライダーエグゼイド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！！ 

１日４回公演 １０：３０／１２：００／１４：００／１６：００ 

 

★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！ 

 

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」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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◆宇宙戦隊キュウレンジャーショー シリーズ第３弾『救世主覚醒！新たな伝説のはじまり！！』                  

スーパー戦隊シリーズ４１作目となる「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３弾 

を、２０１７年７月１５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

府ジャークマターに決戦を挑む！ シアターＧロッソでキュウレンジャーの９人が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３弾 

『救世主覚醒！新たな伝説のはじまり！！』 

◎期 間：２０１７年７月１５日（土）～８月２７日（日） 
※７／１８（火）～７／２１（金）、 

７／２８（金）、８／４（金）、２５（金）は休演日 

◎公演時間：約３０分 ※開演時間は日程により異なる 

◎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：http://eplus.jp/hero/ 

◎当 日 券：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：シアターＧロッソツアーに宇宙から宇宙人御一行様がやってきた。 

その時突然３００年の時を超え、復活してきた悪のジャークマター５人衆。 

守れ！キュウレンジャー！仲間を！こども達を！ 

そしてシアターＧロッソを！！ 

 

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 

 

◆宇宙戦隊キュウレンジャー『オリジナルクッキー』、『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、「宇宙戦隊キュウレンジャー」がプリントされ

た１２枚入りの『オリジナルクッキー』や、シアターＧロッソ公式の『キュウレンジャーガイドブック』を販売してい 

ます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キュウレンジャーガイドブック 

５００円 

©2017 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

 

©2017 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

 

宇宙戦隊キュウレンジャー 

オリジナルクッキー 

７００円 

©2017 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

 

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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◆『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、２０１７年７月２２日（土）～８月２０日（日）の３０日間、夏休み恒例の親子向け企画

『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。 

今年で６年目を迎える大好評の本イベントは、期間中に東京ドー 

ムシティ内の各施設・店舗を会場として、お子様の夏休みの宿題に 

も役立つ工作・体験・教室イベントなど、バラエティ豊かなお客様参 

加型の無料イベントを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：２０１７年７月２２日（土）～８月２０日（日） 

◎場 所：東京ドームシティ内各施設・店舗  

◎料 金：参加無料 

◎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・店舗にて、子供 

向け、親子向けの様々な日替わりイベントを３０日間、毎日無料で開催します。 

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

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 

 

◆屋内型キッズ施設「ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ）」 

『七夕イベント ｉｎ アソボ～ノ！』、『夏祭りイベント ｉｎ アソボ～ノ！』                      

屋内型キッズ施設「ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ）」では、この夏、七夕や夏祭りを親子で一緒に楽しめるイベン 

トを開催します。 

 

◎名 称：七夕イベント ｉｎ アソボ～ノ！ 

◎主な内容： 

★館内装飾・星に願いを 

期 間：２０１７年７月１日（土）～７日（金） 

内 容：館内に七夕の装飾を施すほか、笹を設置し、短冊に願い事を 

書いて飾っていただけます。 

★親子体操～七夕バージョン 

期 間：２０１７年７月７日（金） １５：３０～ ※１５分程度 

内 容：彦星・織姫といっしょに七夕にちなんだダンスを実施します。 

             参加されたお子様全員に東京ドームシティ アトラクションズ 

マスコット・キャラクター「ドンチャック」または「ララ」の人形を 

プレゼントします｡  

 

◎名 称：夏祭りイベント ｉｎ アソボ～ノ！ 

◎期 間：２０１７年８月２６日（土）～３１日（木） 

◎主な内容： 

★縁日 

時 間：１１：００～１５：００ 

内 容：輪投げ、スーパーボール、ミニボウリング、射的を自由にお楽しみいただけます。 

さらに、スーパーボールすくいで遊ばれたお子様に、スーパーボールをプレゼントします。 

★親子体操～夏祭りバージョン 

時 間：１５：３０～ ※１５分程度 

内 容：祭りうちわを持って、親子いっしょに夏にちなんだ体操やダンスを実施します。 

参加されたお子様全員にアソボ～ノ！オリジナルクレヨンをプレゼントします。 

 

パンづくり（昨年の様子） 

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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©BNEI TM&©TOHO CO.,LTD.  
３Ｄプロジェクションマッピング「KARAKURI」 
／国宝 「洛中洛外図屏風 舟木本」東京国立博物館蔵 (c)NAKED／NTV   

 

 

 
 
◆“都市”のアート展『ＴＯＫＹＯ ＡＲＴ ＣＩＴＹ ｂｙ ＮＡＫＥＤ』                             

今春オープンした「Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ（ギャラリー アーモ）」では、２０１７年６月１６日（金）～９月３日（日）の期間、

クリエイティブカンパニー「ＮＡＫＥＤ
ネ イ キ ッ ド

」による、“ＴＯＫＹＯ”をテーマに、東京の名所やビル群の巨大模型にプロジェク

ションマッピングなど最新テクノロジーを駆使し、都市の持つ魅力をアートとして表現する体験型イベント『ＴＯＫＹＯ  

ＡＲＴ ＣＩＴＹ ｂｙ ＮＡＫＥＤ』を開催します。 
 

◎名   称：ＴＯＫＹＯ ＡＲＴ ＣＩＴＹ ｂｙ ＮＡＫＥＤ 

◎期 間：２０１７年６月１６日（金）～９月３日（日） 

◎時 間：２０１７年６月１６日（金）～７月２１日（金） １１：００～１８：００ 

７月２２日（土）～９月３日（日）  １０：００～２０：００ 
※最終入館は閉館の３０分前まで 

◎場   所：Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ 

◎料   金：前売券 大人１,４００円／中人（中高大学生）１,２００円／小人（小学生）７００円 

当日券 大人１,６００円／中人（中高大学生）１,４００円／小人（小学生）９００円 

※未就学児は無料、ただし単独入場不可 

◎チ ケ ッ ト：ローソンチケット・チケットぴあ・セブンチケットほか各プレイガイドにて前売券販売中 

※ペアチケット：前売２,６００円（当日３,０００円）や、ファミリーチケット（大人・小人ペア）：前売１,９００円 

（当日２,３００円）販売あり 

※６／１６（金）より当日料金 

◎主   催：ＴＯＫＹＯ ＡＲＴ ＣＩＴＹ ｂｙ ＮＡＫＥＤ 実行委員会 

◎企画／演出：ＮＡＫＥＤ Ｉｎｃ． 

◎特別協力：株式会社バンダイナムコエンターテインメント、 

キヤノン株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://tokyoartcity.tokyo/ 

◎主な内容：東京を象徴する８スポット＜新宿・渋谷・お台場・東京タワー・東京ドーム・秋葉原・東京駅・東京国立 

         博物館＞の巨大模型にプロジェクションマッピングなど最新テクノロジーを駆使し、都市の持つ魅力を 

    アートとして表現します。さらに、８スポットエリア毎に様々な体験型コンテンツやイベントを用意。アート・ 

エンタメ・テクノロジーの枠を超えた現代のアート空間が楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ（ギャラリー アーモ） 

 

【渋谷スクランブル交差点】（イメージ） 

スクランブル交差点の上空にも 

横断歩道が浮かび、ビルの看板や 

建物が、まるで街全体を包み込む 

ように３６０゜迫ります。 

【落書きエリア】（イメージ） 

渋谷スクランブル交差点の裏に、 

子どもも大人も夢中になれる、指 

で自由に絵を描くことができるデ 

ジタル落書きコーナーが登場。 

【新宿エリア】（イメージ） 

パックマンと、ゴジラが大迫力の

演出で登場する歌舞伎町と、東京都

庁などが混じり合う“新宿”の持つ

二面性が混じり合う空間。 

©BNEI  TM&©TOHO CO.,LTD. 

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 

２０１７年９月１６日（土）～１０月２９日（日） 映画公開記念『鋼の錬金術師展』を開催 
実写映画「鋼の錬金術師」の公開を記念した、初の大規模原画展。貴重な荒川弘先生 

による漫画原画と、テレビアニメシリーズの資料や造形物によって作品の世界観に没入で 
きる演出もあり、「見て、体感できる原画展」となっています。さらに、入場料不要の無料ゾーン 
では、１２月に公開される実写映画で使われた衣装や小物を展示します。 
ＵＲＬ：http://www.mbs.jp/hagarenten/ 

©2017 Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX 

 

http://tokyoartcity.tokyo/
http://www.mbs.jp/hagarenten/
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©2017 「打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？」 
製作委員会 

 

 

 
宇宙ミュージアムＴｅＮＱは、２０１７年７月に開業３周年を迎えます。これを記念して、ＴｅＮＱ３周年特別企画展  

『打ち上げ花火、地上
し た

から見るか？宙
ソ ラ

から見るか？』を開催するほか、一部展示のリニューアルなどを実施します。 
 

◆ＴｅＮＱ３周年特別企画展『打ち上げ花火、地上
し た

から見るか？宙
ソ ラ

から見るか？』                                      

３周年特別企画展として、新作アニメーション映画「打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？」とコラボ

レーションした、『打ち上げ花火、地上
し た

から見るか？宙
ソ ラ

から見るか？』を、館内の企画展示室にて開催します。

本展では、映画の魅力に迫りながら、物語のカギとなる“もしも”の視点を宇宙に広げ、ＴｅＮＱならではの切り口

で宇宙の奥深さに迫ります。 
 
◎名   称：ＴｅＮＱ３周年特別企画展 

『打ち上げ花火、地上
し た

から見るか？宙
ソ ラ

から見るか？』 

◎期 間：２０１７年７月１日（土）～１０月１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） 

※特定日は７／３１（月）～８／３１（木） 

◎場 所：ＴｅＮＱ内 企画展示室 

◎協   力：ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）  

研究開発部門 工学博士 藤田和央 

国立天文台 

シーサー株式会社 

◎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 

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

◎主な内容：映画の世界や制作過程を紹介するほか、作画・絵コンテ・美術設定資料、ＴｅＮＱオリジナル 

インタビューなどを公開。また、作品のカギとなる“もしも”にフォーカスし、宇宙にまつわる 

“もしも”を宇宙研究の研究者が解説するコーナーや、タブレットを操作して打ち上げ花火を体 

験できるコーナーなど、ＴｅＮＱならではの切り口で映画と宇宙の魅力に迫ります。 
 

◆「イマジネーション」エリアの“宇宙読み物”リニューアル 
「イマジネーション」エリアに、窓・扉・吹き出し・キューブなど、あちこちに楽しく 

表現された宇宙に関する読み物を全て入れ替えリニューアルします。月や星、宇宙 

ライフ、歴史、言葉などちょっと人に話したくなるような宇宙にまつわるコンテンツ 

が満載です。 
 

◎日   程：２０１７年７月１日（土）～ 
 

◆ＴｅＮＱオリジナルゲーム「ミッションラリーＱ」に新作登場 
ＴｅＮＱをより楽しめるオリジナルゲーム「ミッションラリーＱ」の第３弾（５００円）が、新たに登場します。 

※制作協力：株式会社タカラッシュ／ゴール演出制作：ＮＡＫＥＤ Ｉｎｃ. 
 
◎日   程：２０１７年７月１５日（土）～ 
 

 

 

 

 

 

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 

映画「打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？」 

 

 

☆２０１７年７月７日（金）まで、宇宙の楽しみ方を体験するイベント『ＳＴＡＲ
ス タ ー

 ＰＡＲＴＹ
パ ー テ ィ

 ｉｎ ＴｅＮＱ』開催中！ 

  館内の「眺めルーム」をスターパーティ会場に見立て、星空の映像やアウトドアを 

イメージした展示、天体望遠鏡の操作体験などをとおして、“宇宙”にみんなが夢中 

になれる特別な空間をお楽しみいただけます。 
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露天風呂（イメージ） 
 

※イメージは計画段階のものであり、施工上等の理由に 

より変更となる場合があります。 （提供：竹中工務店） 

 

 

 

 

◆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、２０１７年６月２３日（金）～７月３０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、３６０゜カメラや美容機器などの素敵な賞品

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：２０１７年６月２３日（金）～７月３０日（日） 

◎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） 
 ※２０１７年６月７日現在 

※一部セール除外店あり 

◎営業時間：ショップ  １１：００～２１：００ 

レストラン １１：００～２３：００ 
 ※一部店舗により異なる 

※６／２３（金）、２４（土）、７／７（金）～９（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：２０１７年７月７日（金）～９日（日） １１：００～２１：３０ 

場 所：ラクーア４Ｆ 特設会場（ＯＲＩＨＩＣＡ前） 

内 容：６月２３日（金）～７月９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／３６０゜すべてを撮影するカメラ「ＲＩＣＯＨ ＴＨＥＴＡ ＳＣ」 ［２名様］ 

１ 等／１日１５分の目元サロン「３Ｄ ＥＹＥ ＭＡＧＩＣ」 ［５名様］ 

２ 等／腹筋マシン「ワンダーコアスマート」 ［５名様］ 

３ 等／「電動ふわふわ とろ雪かき氷器」 ［１０名様］ 
 

そのほか、スパ ラクーアペア入館ご招待券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 リニューアル                                

スパ ラクーアは、２００３年開業以来初めてとなる長期の休館を伴う大規模改装を、９月上旬から行い、

１０月上旬にリニューアルオープンします。 

「都会の真ん中でリフレッシュを楽しむ」をコンセプトに、リニューアルによって今まで以上の上質な癒しと 

くつろぎの空間の提供を目指し、より多くのお客様に、より多くの機会でご利用いただける都市型温浴施設へ

進化します。 

  

◎場 所：東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア 

◎工 期：２０１７年９月４日（月）～１０月４日（水） 予定 

      ※期間中は休館 

◎主な改装：スパ内に檜風呂炭酸泉、フィンランドサウナを新設するほか、 

館内のリラクセーションゾーンに自宅のリビングのようにくつろ 

げる空間「ラクーアリビング」を導入、トリートメント&ビューティー 

の総合受付を設置するなどの改装を実施します。 

 

 

ラクーア 

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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◆夏季限定 『ガーデンプールプラン ２０１７』                                  
東京ドームホテルでは、２０１７年７月１日（土）～９月２日（土）の期間、東京ドームホテル７Ｆ屋外｢ガーデン  

プール｣の利用券と宿泊（朝食付）がセットになった夏季限定『ガーデンプールプラン ２０１７』を販売します。     
 
  ◎名 称：夏季限定『ガーデンプールプラン ２０１７』 
  ◎期 間：２０１７年７月１日（土）～９月２日（土） 

※除外日 ７／２（日）～７（金）、７／９（日）～１４（金）   

  ◎料  金：１泊１名様 
ダブルルーム   ９,６００円～ 
ツインルーム  １０,１００円～ 
トリプルルーム   ８,６００円～ 
※宿泊・朝食・ガーデンプール利用券・サービス料・諸税込 
※ご利用人数・期間により料金は異なる 

※当プランご利用のお客様は、滞在中何度でもガーデン 

プールをご利用可能                                                                       

 
【ガーデンプール概要】 

    営業期間：２０１７年７月１日（土）～９月３日（日） 
           ※除外日 ７／３(月)～７(金)､７／１０(月)～１４(金)   

営業時間：１０：００～１９：００ ※最終入場１８：００ 

           ８月の土日祝および８月１１日(金･祝)～１６日(水) １０：００～２０：３０ ※最終入場２０：００ 

     料 金：宿泊者 １,６２０円 
          宿泊者以外 平日 ３,７８０円／土日祝および８月１１日（金・祝）～１６日（水） ４,３２０円 

 ※消費税込（ロッカー利用代・タオル・サンダル利用料含む） 

※利用券購入日に限り何度でも利用可能 

※５歳以下無料、１２歳以下は保護者の同伴が必要 

※レンタル：水着・デッキチェアなど有料／うきわ・アームうきわ・ビート板など無料 

 

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームホテル（代表） ＴＥＬ．０３－５８０５－２１１１ 

   

◆スーパーダイニング「リラッサ」 開業１７周年記念『シェフによる技の饗宴』                               
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６月１日（木）～７月２４日（月）の期間、

東京ドームホテルの開業１７周年を記念した『シェフによる技の饗宴』を開催します。東京ドームホテル総料理
長鎌田昭男をはじめ、洋食、中華、和食、スイーツのあらゆるジャンルのシェフが考案した特別メニューをブッ 
フェスタイルでご用意します。 

 
◎名 称：開業１７周年記念『シェフによる技の饗宴』 
◎期 間：２０１７年６月１日（木）～７月２４日（月） 
◎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４,３２０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：≪ランチ限 定 ≫ 詰め物をした豚ロース肉のソテー ヨーグルト・林檎・胡桃のコンディマンと 

薩摩芋フライなど 
           ≪ディナー限定≫ あわびのステーキ レモンバター風味など 
                           ※「あわびのステーキ」は、期間中ブッフェ料金にプラス１７円でお一人様一皿限定 

（大人・シニア料金対象） 

  

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 

あわびのステーキ レモンバター風味（イメージ） 



  

 

         
  ■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６月７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！ 

『東京ドームシティ』は、様々なレジャーやイベントが気軽に楽しめる、都心最大級のエンタテインメントエリアです。 

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 
３月２５日（土）オープン 

Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ 

４月１５日（土）オープン 

東京ドームシティご案内 


