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※本ニュースレターはメールでも配信しています。メール配信をご希望の方は東京ドーム ＰＲグループまでご一報ください。 

※本資料に記載の価格は全て消費税込です。 
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光り輝くお菓子の家（イメージ） 

 

ギャラクシードーム（イメージ） 

 

 

 

 
 
◆ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ ＣＩＴＹ ＷＩＮＴＥＲ ＬＩＧＨＴＳ ＧＡＲＤＥＮ 

『ときめくスイーツ －光り輝くあま～い贈り物－』          

２０１７年１１月９日（木）～２０１８年２月１８日（日）までの期間、東京ドームシティ全域で、『ときめくスイーツ  

－光り輝くあま～い贈り物－』と題して、冬のイルミネーションを開催します。 

今回は、誰もが大好きなスイーツたちが、ポップでキュートな光り輝くオブジェ

となって東京ドームシティに登場。昨年に続き、クリエイティブディレクター長谷川 

喜美氏が企画からデザインまでをトータルに手掛け、見て楽しく、思わず食べた 

くなるような空間を展開します。 

ビスケットなどの装飾が施された高さ約６ｍの「光り輝くお菓子の家」をはじめ、

水面にカラフルなキャンディが浮かぶ「輝きのキャンディガーデン」、高さ約７ｍ

の生木のお菓子ツリーも出現。さらに、サーティワン アイスクリームとコラボレー

ションし、きらきら光るアイスクリームの中に入り込んだような撮影が楽しめるス 

ポットも登場します。 
 
◎期 間：２０１７年１１月９日（木）～２０１８年２月１８日（日） 

◎点灯時間：１６：００～２４：００ ※場所により一部異なる 

◎場 所：東京ドームシティ全域 

◎料 金：無料 ※イルミネーションはどなたでも自由に観覧可 

◎協 賛：Ｂ-Ｒ サーティワン アイスクリーム株式会社 

◎協 力：阿南光のまちづくり協議会、富士フイルムイメージングシステムズ株式会社  

◎主な見所： 

★ラクーアエリア 

 ビスケットやマカロン、チョコレートの装飾が施された高さ約６ｍの大きな「光り輝くお菓子の家」が登場。 

お菓子の家の内部には、パティシエたちによる本物の飴細工やチョコレートで作られた作品を展示します。 

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 

「キャンディドロップ」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 

©ＶＥＬＶＥＴＡ ＤＥＳＩＧＮ 

 

©ＶＥＬＶＥＴＡ ＤＥＳＩＧＮ 

 
キャンディドロップ（イメージ） 

●パティシエたちによるスイートなアート作品の競演 
「光り輝くお菓子の家」にて、東京都洋菓子協会技術指導部で活躍するパティシエが、月替わりのテーマで 

スイートなアート作品を展示し、光りと彩りのデザインの競演を披露します。 
＜１１月のテーマ：ときめき、かがやくハートのストーリー＞ 

パティスリー・ブリーズ（昭島） 高橋教導／リムヴェール・パティスリー・カフェ（祖師谷大蔵） 髙山浩二／ 

オクシタニアル（水天宮前） 中山和大 

    ＜１２月のテーマ：あなたに渡したいクリスマスプレゼント＞ 

アン・ヴデット（清澄白河） 森大祐／パティスリー・オクトーブル（三軒茶屋） 神田智興／ 

アディクト・オ・シュクル（都立大学前） 石井英美 

※２０１８年１月・２月もテーマを替えて実施 

※都合により変更する場合があり 

 

ミルキーウェイ（イメージ） 

 

光り輝くお菓子の家 内観（イメージ） 
         ©ＶＥＬＶＥＴＡ ＤＥＳＩＧＮ 
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★クリスタルアベニュー 

水面には大小さまざまなキャンディが浮かび、天井は約９０ｍにわたりピンクの光で華やかに装飾され 

た「輝きのキャンディガーデン」が登場します。カラフルな光が水面に反射した光景は、おすすめの撮影スポッ

トです。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、マカロンをイメージした全長８０ｍの 

パステルカラーに輝く「マカロントンネル」が出現します。 
 
★アトラクションズエリア 

バイキングゾーンに、お菓子のオーナメントで飾られた、高さ約７ｍの生木の「夢見るお菓子ツリー」 

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 

サーティワン アイスクリームとコラボレーションし、きらきら光るアイスクリームの中に入り込んだような 

撮影が楽しめる「魅惑のアイスクリーム」が登場します。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

◆イルミネーション×スイーツコラボメニュー                                          
イルミネーション開催期間中、東京ドームシティ内の対象店舗で、イルミネーションにちなんだスイーツやドリン

クを販売します。 
 
 ◎期 間：２０１７年１１月９日（木）～２０１８年２月１８日（日） 

 ◎対象店舗：スパニッシュ・イタリアン「バルコ」、ＴＯＫＹＯ ＭＥＲＣＡＴＯ、海鮮三崎港、 

板前ダイニング するり、ＭＬＢ ｃａｆé ＴＯＫＹＯ、マリオンクレープ、い・か・金、 

マザー牧場 ＣＡＦÉ&ＳＯＦＴＣＲＥＡＭ、ババガンプシュリンプ東京、 

東京ドームボウリングセンター ＣｕＢＡＲ ＬＯＵＮＧＥ（バーのみのご利用不可）、 

ＨＯＴ ＤＯＧ ＳＴＡＮＤ  （計１１店舗） 

※価格、販売時間は店舗により異なる 

           

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」やアーティストバー「Ｃ Ｍａｊ７」では、『イルミネーションカクテル』を販売します。 

 
◎期 間：２０１７年１１月９日（木）～２０１８年２月１８日(日) 

◎店 舗：東京ドームホテル６Ｆ バー「２０００」、４３Ｆ アーティストバー「Ｃ Ｍａｊ７」 

◎メニュー&価格：バー「２０００」 ※サービス料別 

ロミオ・メロン、レッド・クイーン、オランジェリーナ（全３種） 各２,１６０円 

アーティストバー「Ｃ Ｍａｊ７」 

プロキオン、シリウス、ペテルギウス（全３種） 各１,２９６円 

●ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ ＣＩＴＹ ＷＩＮＴＥＲ ＬＩＧＨＴＳ ＧＡＲＤＥＮ 点灯式                          
【日 時】２０１７年１１月９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】橋本環奈さんをゲストに迎え、イルミネーションの点灯式を 

開催します。 

 

©ＶＥＬＶＥＴＡ ＤＥＳＩＧＮ 

 

バー「２０００」 

 

マザー牧場 ＣＡＦÉ&ＳＯＦＴＣＲＥＡＭ 

 

©杉江拓哉 

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 

©ＶＥＬＶＥＴＡ ＤＥＳＩＧＮ 

 

©ＶＥＬＶＥＴＡ ＤＥＳＩＧＮ 

 
夢見るお菓子ツリー（イメージ） 輝きのキャンディガーデン（イメージ） 魅惑のアイスクリーム（イメージ） 
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ウォーターシンフォニー 

カラオケ観覧車 

◆東京ドームシティ アトラクションズ『ハッピークリスマス２０１７』                                 

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『ハッピークリスマス 

２０１７』を開催します。お得にアトラクションが楽しめる特別チケットを販売するほか、クリスマス限定の特別演出

を実施します。 

 

◎期 間：２０１７年１１月９日（木）～１２月２５日（月） 

◎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/event/xmas2017/ 

◎内 容： 

特別チケットの販売 

★イルミライド３ 

●期 間：２０１７年１１月９日（木）～２０１８年２月１８日（日） １７：００より発売  

●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 

※１２/２３（土・祝）～２５（月）は１,８００円 

★ビッグ・オー スキップパス 

●対象日時：２０１７年１２月２３日（土・祝）～２５日（月） １７：００～２２：００（３０分単位で販売） 

●内 容：クリスマス期間限定で、大観覧車「ビッグ・オー」に待たずに乗車することができます 

●料 金：１ゴンドラ １,０３０円（４名様まで）＋乗車料金１名様につき８２０円 

●販売場所：ラクーアチケットカウンター 

●販売日時：【前売り】２０１７年１２月１日（金）～２４日（日）の開園～２０：３０ 

※所定販売枚数に達した時点で販売終了 
※前売りで完売していない場合のみ、ビッグ・オー最後尾にて１２：００から当日券を販売 

 

期間限定 アトラクションの特別演出 

★大観覧車「ビッグ・オー」 

大観覧車「ビッグ・オー」のゴンドラのうち８台にカラオケサービスを導入した

『カラオケ観覧車』では、１２月１日（金）より、冬の定番ソングやクリスマスソング

など約１０曲を楽曲リストに追加し、クリスマスムードを盛り上げます。 

また、１２月２３日（土・祝）～２５日（月）限定で、乗車前に「ハグ」をしていただ

いたお客様に、より夜景を楽しんでいただけるアイテムの貸し出しを行うイベント

「もっとハグしよう」を開催します。 

●乗車料金：８２０円 ※『カラオケ観覧車』も同料金 

★ウォーターシンフォニー Ｘｍａｓ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ロマン 

ティックな特別プログラムをお楽しみいただけます。 

●実施時間：１１：００/１３：３０/１６：００/１８：３０/２０：００/２１：３０ 

※ラクーアガーデンステージでのイベント開催状況や強風などにより 
休止する場合あり 

※１１／９（木）は１８：３０以降の３回のみ実施 
※１２／１６（土）～２５（月）は１７：１５/１９：１５/２０：４５も追加で実施 

 

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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◆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、２０１７年１１月１日（水）～１２月２５日（月）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、ラクーア内に設置された３ヶ所のフォトスポットをまわり、クイズの答えを見つけて応募す

ると､素敵なプレゼントが当たる「フォトジェニック スイーツキャンペーン」を実施します。 

さらに、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。 

 

★フォトジェニック スイーツキャンペーン 【場所：ラクーア内】 

  ラクーア内の３ヶ所のフォトスポットをまわり、クイズの答えを見つけて応募すると 

抽選で「叙々苑お食事券」などステキなプレゼントが当たります｡ 

★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。 

見つけたら声をかけて、記念撮影をお楽しみいただけます。 

◎日 程：２０１７年１２月１６日（土）、１７日（日）、２３日（土・祝）、２４日（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） 
 

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 ２０１７』              

   東京ドームホテルでは､２０１７年１２月２３日（土・祝）にウルトラヒー 

 ローの勇姿をご家族で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 ２０１７」を開催します。 

   今年は､最新ヒーロー･ウルトラマンジードをはじめ、歴代のウルトラ 

 ヒーロー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 

 ショーには、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。 

   お食事はお子様に人気のメニューを中心にブッフェスタイル（フリード 

 リンク付き）でご用意し、お子様料金にてご利用のお客様には、ウルトラ 

 ヒーローとの写真撮影やお土産の特典が付きます。 
   

    ◎日 時：２０１７年１２月２３日（土・祝） 

              第１回 １１：００～ （お食事１１：００～、ショー１１：４５～、写真撮影会１２：３０～） 

              第２回 １４：００～ （お食事１４：００～、ショー１４：４５～、写真撮影会１５：３０～） 

              第３回 １７：００～ （お食事１７：００～、ショー１７：４５～、写真撮影会１８：３０～） 

   ◎場 所：東京ドームホテルＢ１ 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 

     ◎内 容：●着席ブッフェスタイルのお食事（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（ウルトラマンジード、ボイジャー他） 

                ●ウルトラヒーローとの写真撮影会、お土産付き（お子様券ご購入のお客様のみ） 

   ◎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 ©ウルトラマンジード作委員会・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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◆『東京ドームホテル クリスマス』                                                     

  東京ドームホテルでは、２０１７年１１月９日（木）～１２月２５日（月）の期間、１階ロビーに高さ約６ｍのクリス

マスツリーを設置し、華やかに演出します。 

  また、総料理長 鎌田昭男によるクリスマススぺシャルディナーや各レストランのクリスマス限定メニューなど

をご用意します。                                                                                           

 

  ★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

 ２０１７”  

    ２０１７年１２月２３日（土･祝）と２４日（日）の２日間限定で、総料理長 鎌田に 

よるスペシャルディナーコースを生演奏と共にゆっくりとお楽しみいただけます｡ 

  また､お好みの花をお持ち帰りいただける“フラワーブッフェ”をクリスマスプ 

レゼントとしてご用意します｡ 

  ◎日 時：２０１７年１２月２３日(土･祝)､２４日(日) １８：００～／１８：３０～ 

  ◎場 所：東京ドームホテル４２Ｆ スカイバンケット 

  ◎料 金：お一人様１７,２８０円【サービス料別･要予約】 

◎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 

 ※１１／２（木） １１：００～予約受付開始 

 

  ★スーパーダイニング「リラッサ」 “クリスマス スーパーディナーブッフェ” 

    お子様から大人まで皆様でお楽しみいただける多彩なメニューをブッフェスタイルで提供します。洋食・ 

中華・和食・スイーツのバラエティ豊かなメニューが登場します。                

  ◎日 時：２０１７年１２月２１日（木）～２５日（月） 

           １７：００～２１：３０（ラストイン２１：００）【２時間制】 

    ◎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：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  

                                                                                                

★クリスマスケーキ ２０１７ 

    世界の洋菓子大会で受賞歴のある当ホテルのシェフ ド パティシエ 伊藤路春監修のもと、年に１度の 

クリスマスがたくさんの笑顔で彩られるクリスマスケーキの予約販売を行っています。 

今年は､インスタグラムなどＳＮＳの流行でトレンドといわれている｢フォ 

  トジェニック｣な宝石箱に見立てた新作のケーキ『ジュエリーボックス･ノエ 

  ル』（限定３０台）をはじめ、昨年も好評だった東京ドームをイメージして 

  作られた『クリスマスドーム』（限定１００台）など､全部で５種類のクリスマ 

  スケーキを販売します｡ 

  

   ◎予約期間：２０１７年１１月１日（水）～１２月１９日（火） 

               ※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 

               スーパーダイニング｢リラッサ｣ ＴＥＬ．０３－５８０５－２２７７ 

    ◎引き渡 し：２０１７年１２月２０日（水）～２５日（月） 

               ※引き渡し時間 １１：００～２０：００ 

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 

 

ジュエリーボックス・ノエル（イメージ） 
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◆『ウルトラヒーローズＥＸＰＯ ２０１８ 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、２０１７年１２月２９日（金）～２０１８年１月８日（月・祝）の期間、『ウルトラヒーローズ  

ＥＸＰＯ ２０１８ 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。会場が一体となる演出を

加え、さらにパワーアップした「ウルトラマンバトルステージ」には、現在放映中のＴＶシリーズ『ウルトラマンジー

ド』内で最新ヒーロー・ウルトラマンジードに変身する、朝倉リク役・濱田龍臣さんが全ステージに登場します。 

                                  

◎期 間：２０１７年１２月２９日（金）～２０１８年１月８日（月・祝） 

◎時 間：９：００～１７：００（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：＜入場券＞ 

           前売：おとな１,９００円／こども１,２００円 

当日：おとな２,１００円／こども１,４００円 

親子ペア券（ＥＸＰＯオリジナル ウルトラカプセル付）：３,４００円 

＜バトルステージ指定席付入場券＞ 

前売：おとな２,４００円／こども１,７００円 

当日：おとな２,６００円／こども１,９００円 

親子ペア券（ＥＸＰＯオリジナル ウルトラカプセル付）：４,４００円 

※おとな 中学生以上、こども ３歳～小学生 

※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 

※親子ペア券は、前売のみ販売予定 

※指定席券は、前売で完売の際は当日販売無し 

※前売・当日入場券でバトルステージを自由席でご観覧可能 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://m-78.jp/prism/2018/ 

◎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 

ウルトラマンジードなど沢山のウルトラヒーローが、熱い戦いを繰り広げる大迫力のステージです。 

朝倉リク役・濱田龍臣さんが全ステージに登場し、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９００席（内、指定席約５５０席予定）  
※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：①１０：００～ ②１１：１５～ ③１２：３０～ ④１４：００～ ⑤１５：３０～ 

 ※ショー開始前にお楽しみコーナーあり 

 ※バトルステージ内での撮影不可 

★ウルトラショット（有料） 
毎日多くのウルトラヒーローが登場し、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。 

 
★なりきりムービースタジオ（有料） 

ミッション仕立ての楽しい撮影スタイルで、お客様がウルトラマンジードに変身し怪獣を倒すストーリー 
    を撮影できるコーナーです。 
 

★ウルトラヒーロー×なわとびジャンパー（仮）（有料） 
縄跳びを跳ぶと跳んだ高さにあわせて、画面の中のウルトラヒーローが空に向かって上昇します｡ 

新感覚の身体を使ったデジタルな遊びのコーナーです。 
 

★ウルトラマンデパート 
イベント会場限定グッズも手に入る、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あり 

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 

 

朝倉リク 
（濱田龍臣さん） 
 

 

ボイジャー 
（瀬下千晶・TAKERU） 
 

 
©円谷プロ 
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宇宙戦隊キュウレン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 

 

©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 シリーズ第４弾 

『宇宙船Ｇロッソ号危機一髪！輝け！究極のシシレッド！！』   

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４弾

を、２０１８年１月３日（水）まで｢シアターＧロッソ｣にて開催しています。 

奇跡の戦士シシレッドオリオンも登場し、シアターＧロッソで大迫力の戦いを繰り広げます。今夏導入した 

最新映像システムによる演出も必見です。 

また、１１月以降の特定日には素顔の戦士出演特別公演、年末年始舞台挨拶付き公演を開催します。 

 

◎期 間：開催中～２０１８年１月３日（水）の土日祝 

※１２／２３（土・祝）～１／３（水）の期間は毎日公演 

◎特別公演：１１月１１日（土）、１２日（日）、２５日（土）、２６日（日）、 

 １２月９日（土）、１０日（日）、２３日（土・祝）、２４日（日）、 

 計８日 ４８公演 

◎年末年始舞台挨拶付き公演：１２月２８日（木）、１月２日（火） 

◎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） 

特別公演 ２,５００円（中学生以上） 

 １,９５０円（３歳～小学生） 

年末年始舞台挨拶付き公演 １,７００円（３歳以上） 

             ※ショー終了後の握手会・撮影会については公式ＨＰをご確認ください 

             ※２歳以下のお子さまは、中学生以上の方１名につき１名様まで膝上観覧無料 

◎前売券販売：Ｕ Ｒ Ｌ 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 

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

◎あらすじ：宇宙船Ｇロッソ号が子どもたちを乗せて宇宙の旅に出発！ 

しかし、宇宙旅行を楽しんでいるところに、ジャークマターが出現！ 

悪の力でＧロッソ号は地球に帰ることができなくなってしまった。 

ピンチに駆けつけたキュウレンジャーたちもジャークマターの攻撃に翻弄されてしまう。 

その時、奇跡の戦士シシレッドオリオンが現れる！ 

果たして、Ｇロッソ号は地球に帰ることができるのか！？ 
 

★宇宙戦隊キュウレン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、『宇宙戦隊キュウレン 

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『宇宙戦隊キュウレンジャーオリジナルクッキー』のほか、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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（イメージ） 

◆スポドリ！『ボルダリング！親子でチャレンジ キャンペーン！！』                      

スポドリ！では、２０１７年１１月１日（水）～２０１８年１月３１日（水）の期間、

ボルダリング未経験の親子を対象とした割引キャンペーン『ボルダリング！親

子でチャレンジ キャンペーン！！』を実施します。ボルダリング初心者でも安 

心して始められるよう、スタッフがルールやマナーをお教えします。 

 

◎期 間：２０１７年１１月１日（水）～２０１８年１月３１日（水） 

◎営業時間：１０：００～２２：００ 

◎場 所：スポドリ！ボルダリングエリア（黄色いビル３Ｆ） 

◎料 金：３,２００円 

※小・中学生１名と保護者（１８歳以上・高校生除く）１名のセット料金 

※通常４,２００円 

※入会登録料・レンタルシューズ代込み 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyo-dome.co.jp/spo-dori/bouldering/ 

 

 

◆東京ドームシティ アトラクションズ 新アトラクション 

  『レーザーミッション～秘密金庫へ潜入せよ！～』       

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１７年１２月１６日（土）に、新アトラクション『レーザーミッション 

～秘密金庫へ潜入せよ！～』をオープンします。 

新アトラクション『レーザーミッション～秘密金庫へ潜入せよ！～』は、秘密金庫に仕掛けられたレーザーをか

いくぐり、いかに早くレーザーセキュリティを解除できるかを競う体験型アトラクションです。レーザーの本数や動

きによって、初心者から上級者まで楽しめる３つの難易度に分かれており、

お客様のレベルに合わせて難易度を選択できます。ハイスコアを目指し、 

繰り返しチャレンジしてお楽しみいただけます。 

 

◎オープン日：２０１７年１２月１６日（土） 

◎営業時間：１０：００～２１：００ 

※季節・天候など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 パラシュートゾーン 

◎料 金：５２０円 

※ワンデーパスポート・ナイト割引パスポート・ライド５での利用可  

◎ストーリー：あなたは、対立する組織へスパイとして潜入しました。 

ミッションは、秘密金庫に仕掛けられたレーザーをかいくぐり、セキュリティを解除することです。 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://at-raku.com/attractions/laser_mission.htm 

 

お客様からのお問い合せ先：スポドリ！ ＴＥＬ．０３－３８１２－４４１５ 

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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©Ｎａｏｋｏ Ｔａｋｅｕｃｈｉ 
©武内直子・ＰＮＰ・東映アニメーション 

 

©小山宙哉／講談社 

 

 

 

 

宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー）では、宇宙に関連するタイムリーなトピックスなどをＴｅＮＱならではの

切り口で展開する企画展やイベントを実施しています。 
 
◆『宇宙兄弟１０周年×ＴｅＮＱ』 

『美少女戦士セーラームーン×ＴｅＮＱ企画展 Ｏｖｅｒ ｔｈｅ Ｓａｉｌｏｒ Ｍｏｏｎ～宇宙への招待～』          

ＴｅＮＱ館内の企画展示室では、連載１０周年を迎える漫画「宇宙兄弟」とコラボレーションした第１１回企画展

となる『宇宙兄弟１０周年×ＴｅＮＱ』を、２０１７年１２月１１日（月）まで開催中です。また、１２月１５日（金）～ 

２０１８年４月１５日（日）の期間は、誕生２５周年を迎えた「美少女戦士セーラームーン」とコラボレーションした 

『美少女戦士セーラームーン×ＴｅＮＱ企画展 Ｏｖｅｒ ｔｈｅ Ｓａｉｌｏｒ Ｍｏｏｎ～宇宙への招待～』を開催します。 
 

◎主な企画展： 

★宇宙兄弟１０周年×ＴｅＮＱ 

●期 間：開催中～２０１７年１２月１１日（月） 

●協 力：コルク、講談社 

●主な内容：初公開を含む貴重な直筆のカラー原画をはじめ、漫画家・ 

小山宙哉のアイデアノート、ネーム、作画風景動画のほか、 

「宇宙兄弟」が表紙を飾った歴代の「モーニング」（講談社） 

表紙画像２７点などを展示します。 

★美少女戦士セーラームーン×ＴｅＮＱ企画展 

Ｏｖｅｒ ｔｈｅ Ｓａｉｌｏｒ Ｍｏｏｎ～宇宙への招待～ 

●期 間：２０１７年１２月１５日（金）～２０１８年４月１５日（日） 

●協 力：月探査情報ステーション 

●主な内容：太陽系の惑星をモチーフにしたセーラー戦士たち、月と地球の 

 密接な関係など、「美少女戦士セーラームーン」に描かれた 

 宇宙観を、ＴｅＮＱならではの視点でたどります。また、企画展 

にあわせて製作されたオリジナルグッズなども販売します。 

◎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） 

※１２／５（火）は整備休館 
※１２／３１（日）～１／３（水）は～２０：００（最終入館１９：００） 
※特定日は１２／２９（金）～１／３（水）、３／２６（月）～３／３０（金） 

◎場 所：ＴｅＮＱ内 企画展示室ほか 

◎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（ファミリーデーを除く） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

★『ＴｅＮＱ ＳＴＡＲＲＹ ＷＩＮＴＥＲ』開催 

ＴｅＮＱでは、１１月９日（木）～２０１８年１月３１日（水）の期間、『ＴｅＮＱ ＳＴＡＲＲＹ ＷＩＮＴＥＲ』と題し

て、寒い冬でも暖かく過ごしながら楽しめる、さまざまな宇宙を感じられるイベントを用意します。 
 

●期 間：２０１７年１１月９日（木）～２０１８年１月３１日（水） 

●主な内容：宇宙図書室、星空観望会、宇宙望遠鏡に関する説明会、キャンドルナイト実施 など 
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うにめし丼 
食堂丸善 
（北海道） 

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） 
 

 

 

 

◆『ふるさと祭り東京２０１８－日本のまつり・故郷の味－』                                

東京ドームでは、『ふるさと祭り東京２０１８－日本のまつり・故郷の味－』を、２０１８年１月１２日（金）～２１日

（日）の１０日間開催します。これまで延べ３００万人以上を動員した『ふるさと祭り東京』。１０回目の開催となる

今回は、本イベント史上最大規模で、伝統のお祭りとご当地の味を皆様にお届けします。 

「お祭りひろば」では、来場者アンケートで「見たいお祭り」Ｎｏ．１に選ばれ続ける、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、高さ２３メートルを誇る壮大な山車を運行する『五所川原立佞武多

（ごしょがわらたちねぷた）』など、各地に伝わるお祭りがステージを彩ります。 

食の人気コーナー「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。 

そのほかにも、「絶品！逸品！ちょいのせ市場」、「ご当地スイーツマル 

シェ」、「イケ麺スタンプラリー」など、ご当地の魅力を伝えるグルメ企画を 

多数ご用意します。 

 

◎期 間：２０１８年１月１２日（金）～２１日（日） 

◎時 間：１０：００～２１：００ 

※１／２１（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 １,５００円／当日券 １,７００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９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、前回上位のシードどんぶりと、予選会を勝ち抜いたどんぶりが、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。 

 

●殿堂入りどんぶり（殿
でん

丼
どん

） 

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）と「八戸銀サバトロづけ丼」

（青森県）は、その快挙を称え「殿堂入りどんぶり

（殿丼)」として出展します（投票対象外）。 

 

★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）

をはじめ、高さ２３メートルを誇る壮大な山車を運行する『五所川原立佞武多（ごしょがわらたちねぷた）』

（青森県）や、本イベントで屈指の人気を誇る『沖縄全島エイサーまつり』（沖縄県）、初登場となる『菊池白

龍まつり』（熊本県）など、全国各地から過去最多となる２０を超える団体が集まり、会場を盛り上げます。 

※その他参加のお祭り：『秋田竿燈まつり』、『仙台すずめ踊り』、『高知よさこい祭り』など 

 

 

 

 

 

 

東京ドームイベント情報 

青森ねぶた祭 

 

秋田竿燈まつり 

 

沖縄全島エイサーまつり 
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★にぎわい市（ご当地グルメ） 

過去最多となる３８０を超える出展社が集まる「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、全国各地に伝わる伝統料理やご当地麺など話題のグルメまで幅広く取り揃えます。 

１８時から２１時までは「スペシャルナイトイベント」として、ご当地の逸品や１００種類以上の地酒・ 

地ビールなどを、仕事帰りのお客様にも気軽にお楽しみいただけます。巨大な夜祭会場となった東京 

ドームで、全国の味を食べ比べ・飲み比べながら、迫力あるお祭りステージをご堪能ください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

◆『第１７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、２０１８年１月２５日（木）～３１日（水）の７日間、東京ドームで開催されます。 

今回の特別展示「絵本きると エリック・カールの世界」では、２０人の若手作家が 

「はらぺこあおむし」で知られるアメリカの絵本作家エリック・カールの世界を額絵 

キルトにして展示し、また、特別企画は「四大作家がつづる若草物語」を鷲沢玲子 

さん、キャシー中島さん、小関鈴子さん、斉藤謠子さんの日本を代表するキルト 

作家４人が「若草物語」の四姉妹をキルトで演出します。 

  更に「私の手仕事スタイル」には、タレントのコロッケさんと山田邦子さんの制作 

した手芸作品を展示します。 

  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、国内外より応募 

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：２０１８年１月２５日（木）～３１日（水） 

◎時 間：９：３０～１８：００ 

※入場は閉場の３０分前まで 

※１／２５（木）は１１：００開場、１／３１（水）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/ 

 

 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 
 

 

黒羽志寿子 作 

生メロンソフト 

（北海道） 

 

きりたんぽ鍋 

（秋田県） 

 

馬刺し 

（熊本県） 

 

鯖寿し 

（福井県） 

 

会場の様子① 

 

会場の様子② 

 

会場の様子③ 

 

地酒・地ビール 
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◆Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ（ギャラリー アーモ）『天野
あ ま の

尚
たかし

 ＮＡＴＵＲＥ
ネ イ チ ャ ー

 ＡＱＵＡＲＩＵＭ
ア ク ア リ ウ ム

展』                                                    
Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏでは、２０１７年１１月８日（水）～２０１８年１月１４日（日）の期間、「天野尚 ＮＡＴＵＲＥ 

ＡＱＵＡＲＩＵＭ展」を開催します。本展は、世界的な水景クリエイターの天野氏にスポットを当て、同氏が生み
出した自然の生態系を再現する水草水槽（ネイチャーアクアリウム）と、著名な写真家でもある同氏の大判写 
真作品を組み合わせ、独自の自然観と水槽を融合した「生きたアート展」です。 

 
◎期 間：２０１７年１１月８日（水）～２０１８年１月１４日（日） 
◎時 間：平日１２:００～１７:００  土日祝１０:００～１７:００ 

※開催期間中無休、年末年始の営業時間は要問い合わせ 
◎場 所：Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ（ギャラリー アーモ） 
◎料 金：当日 一般１,３００円／大学・高校生１,１００円／中学生以下８００円 

前売 一般１,１００円／大学・高校生  ９００円／中学生以下６００円 
※前売は各プレイガイドにて発売中、未就学児無料 

◎主 催：株式会社東京ドーム、株式会社ドリームスタジオ 
◎制作協力：株式会社アクアデザインアマノ（ＡＤＡ） 
◎後   援：読売新聞社 
◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/exhibition/amanotakashi/ 
◎主な内容： 

●天野尚紹介コーナー、写真家 天野尚 写真作品展示コーナー 
●ガラスの中の大自然～ネイチャーアクアリウム水槽展示コーナー 

特別水槽「巨大ネイチャー水草ウォール」（幅１.８ｍ、高さ２.７ｍの水槽を３つ並べた大作）を含む作品１１点 
●世界最大のネイチャーアクアリウムリスボン海洋水族館収容４０ｍ作品「水中の森」コーナー 

６０インチ１２面マルチディスプレイ（幅８ｍ、高さ１.５ｍ）による高精細映像で表現 
●世界水草レイアウトコンテスト写真作品展示コーナー 
●グッズ販売（本展覧会商品とＡＤＡ商品の他、植物屋ｍｏｋｕプロデュースによる多数の植物が並びます） 

                                       

 

◆『東京ドームシティ×街コン』                                          
東京ドームシティでは、２０１７年１１月１８日（土）、２３日（木・祝）、１２月２日（土）の３日間「東京ドームシ   

ティ×街コン」を開催します。本イベントは、野球の東京ドーム、プロレスの後楽園ホール、アートの 
Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏを擁する街で、「野球」・「プロレス」・「アート」が好きな人たちを集めて行ないます。そのため、 
初対面でも同じ趣味を持つ人同士で集まることができ、共通の話題で盛り上がれるイベントになります。 

１開催あたり２～４店舗の飲食店が会場となるため、参加者はフリータイム中、好きな店舗に移動しながら、 
複数店舗の料理やドリンクをお楽しみいただけます。 
 
◎開催概要： 

★第一弾【野球好き×街コン】 
●開催日時：２０１７年１１月１８日（土） １４：００～１７：００ 

※受付開始 １３：３０～ 
★第二弾【プロレス好き×街コン】 

   ●開催日時：２０１７年１１月２３日（木・祝） １５：００～１８：００ 
※受付開始 １４：３０～ 

★第三弾【アート好き×街コン】 

●開催日時：２０１７年１２月２日（土） １７：３０～２０：３０ 
※受付開始 １７：００～ 
※街コン参加者限定で、Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏにて開催中の『天野尚 ＮＡＴＵＲＥ ＡＱＵＡＲＩＵＭ展』を貸切で 

楽しんでいただき、その後店舗にてお食事をお楽しみいただけます 

◎開催場所：東京ドームシティ内 
◎参加条件：【年 齢】男女 ２２歳～３９歳の独身男女  
           【チ ケ ッ ト】２名チケット／１名チケットの両方を販売 
           【参 加 費】男性 早割５,５００円／人、通常６,０００円／人 

女性 早割２,０００円／人、通常２,５００円／人 
※早割は､各開催日の１０日前まで 

 

©2017 AQUA DESIGN AMANO CO.,LTD. 

 

 

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティ×街コン運営事務局 ＴＥＬ．０３－３５７０－５１０１ 
                                                           Ｅ-ｍａｉｌ：support＠machicon.jp 

                                                            ※サポート営業時間：平日１０：００～１８：００ 

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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◆『スパ ラクーア忘新年会プラン』                                                    

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーアは、２０１７年１０月５日（木）、美味しい食事や天然温泉、上質なトリー 

トメントなどトータルで“キレイ”がかなう場所へリニューアルオープンしました。 

今回、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 

『スパ ラクーア忘新年会プラン』を、１１月１日（水）～２０１８年１月３１日（水）の期間実施します。たっぷり生姜づくし 

の鍋コースをはじめ、生春巻きなどのベトナム名物をふんだんに取り揃えたメニューなど、美味しく食べて身体 

の中から“キレイ”を楽しめる、２店舗であわせて８つのコースを提供します。 
 

◎期 間：２０１７年１１月１日（水）～２０１８年１月３１日（水） 

◎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  
★「京都高台寺 よ志のや」 

    ＜選び抜かれた食材と技で京の味を堪能＞ 

●「デトックス生姜鍋コース」 ６,９００円 ［全５品］（４～４０名様･２時間制） 

たっぷり生姜づくしの鍋コース。美味しく食べて身体の中から“キレイ”を 

楽しめます。                         ほか全５コース 

 

★「ニャーヴェトナム」 

    ＜異国ムード漂う店内で本格的なベトナム料理を＞ 

●「ニャーヴェトナムコース」 ５,８００円 ［全７品］（２～１２名様･２時間制） 

バインセオやフォー、生春巻きなど、ベトナム名物をふんだんに取り揃え 

たコース。                            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『楽宴会 ｉｎ 東京ドームシティ』                                      
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：２０１７年１１月２２日（水）～２０１８年１月２６日（金） 

◎対象店舗：ミーツポートエリア （７店舗） 

青龍門、スパニッシュ・イタリアン「バルコ」、 

ＴＯＫＹＯ  ＭＥＲＣＡＴＯ、ＣＡＲＶＩＮＯ、 

板前ダイニング するり、叙々苑、和食えん 

東京ドーム外周 （６店舗） 

銀蔵、嘉賓、ＹＥＢＩＳＵ ＢＡＲ、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、 

ババガンプシュリンプ東京、叙々苑 

◎内 容：期間中、対象店舗にて４名以上で事前予約をされた方を 

対象に、抽選で素敵なプレゼントが当たります。 
 

◎賞 品：特賞 ＴＤＣグルメチケット １０万円分 （１名様） 

Ａ賞  スパ ラクーア入館ご招待券 １０枚セット （１０名様） 

Ｂ賞 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) 

Ｃ賞 ＴＤＣグルメチケット ３,０００円分 （２０名様）  
※ＴＤＣグルメチケットは、東京ドームシティの飲食店で利用可能 

 

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 

デトックス生姜鍋コース（イメージ） 

ニャーヴェトナムコース（イメージ） 

和食えん「彩コース」（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１１月１日現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

１０月５日（木）リニューアル 

 

 

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 

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 

東京ドームシティご案内 

Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ 

東京ドーム 


