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◆『東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１８』                                    

東京ドームシティでは、２０１８年３月２３日（金）～４月１日（日）の期間、 『東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 
２０１８』を開催します。期間中は、６年ぶりの日本一奪還に向けて奮起する巨人軍の開幕を盛り上げる、東京ドーム 
シティならではの多彩なイベントを実施します。 
 

◎期 間：２０１８年３月２３日（金）～４月１日（日）  
◎場 所：東京ドームシティ全域 
◎料 金：無料 
◎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 
◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/baseball/kaimakusai/ 
◎主な内容： 
  ★ＧＩＡＮＴＳ“奮輝”だるま 

読売巨人軍の２０１８年スローガン“奮輝”の「輝き」をイメージした、高さ約３.６ｍの巨大だるまを展示。 
★ジャイアンツスクエア～開幕祭スペシャルステージ～ 

東京ドーム２２ゲート前 特設ステージで、高橋由伸監督が登場する「ＧＩＡＮＴＳ“奮輝”だるま」の目入れ 
や、選手が今シーズンへの意気込みを語る「Ｇ戦士スペシャルトーク」などを実施。 
●日 時 ・目入れ式：３月２４日（土） １１：４５頃 

   ※雨天の時は３／２５（日）に順延、順延の場合は出演者が変更の場合あり 

・Ｇ戦士スペシャルトーク：３月２３日（金） １５：４５頃／２５日（日） １１：４５頃 
※雨天の時は中止の場合あり。また、目入れ式が順延となった場合は内容の変更あり 

★ＧＩＡＮＴＳ プレーヤーズ スタンプラリー 
読売巨人軍１２選手のスタンプを集めるスタンプラリー。 

★東京ドーム開場３０周年記念企画 
東京ドーム開場３０周年を記念して、東京ドームに因んだ展示物や記念オブジェを公開。 

                                                                          
※各イベント名称・内容・出演者・会場等は変更となる場合あり 

 

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                                         
２０１８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。今年は、毎年大好評の「監督・選手プロデュース弁当」に陽選手が、「選手プロデュースグルメ」には石川選手と
田口選手が新たに加わります。また、お子様に大人気の「じゃびっとべんとう」の他に、球団専属のマスコットガール
“ヴィーナス”プロデュースのドリンクも販売予定です。そのほか、東京ドームオリジナルグルメなど、野球観戦とともに
たくさんのグルメをお楽しみください。 
 
監督・選手プロデュース弁当 

毎年好評の「監督・選手プロデュース弁当」に陽選手が新たに加わります。各選手の大好物やこだわりがみられる 
お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）のお品書も入っ 
ており、観戦にくるたびに集めるのも楽しいお弁当 
になっています。 
 

◎発 売 日：３月２０日（火） 
◎販売場所：東京ドーム内売店 ※巨人戦開催時 

◎商品・価格： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野球関連 

高橋 由伸監督 

由伸監督の奮輝！豪華ステーキ弁当 

 

監督・選手名 商品名 価格 

高橋 由伸 由伸監督の奮輝！豪華ステーキ弁当 ２,０００円 

陽   岱鋼 陽岱鋼×崎陽軒 日本の味！魅せる男の牛すき風弁当 

１,５５０円 

坂本 勇人 キャプテン坂本勇人のからあげパラダイス弁当 

亀井 善行 亀ちゃんのこだわり！！スペシャルおつまみ弁当 

阿部 慎之助 最高です！！あべんとう 極上ＢＢＱｖｅｒ． 

菅野 智之 エース菅野智之の闘魂！！ハンバーグ弁当 

小林 誠司 小林誠司の鮮やか！ビビンバ弁当 

 

https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/baseball/
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選手プロデュースグルメ 
「監督・選手プロデュース弁当」に負けない人気の「選手プロデュースグルメ」が、今年も登場します。新たに、石川

選手と田口選手が加わり９選手によるグルメは、各選手のこだわりが満載です。 
◎発 売 日：３月２０日（火） ※一部店舗は、３／２３(金)より販売 

◎販売場所：東京ドーム内売店 ※巨人戦開催時 

◎商品・価格： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヴィーナスプロデュースドリンク 
  全てヴィーナスが考案したオリジナルのドリンクです｡ 
★ヴィストロ 
  いちご牛乳にバニラアイスを乗せて、さらにトリプルベリーをトッピングした 

見た目もかわいいドリンクです。 
★Ｖｅ・オレ 
  カフェオレにタピオカが入り、バニラアイスも乗って、ドリンクとしてもスイーツ 

としても楽しめます。 
★Ｖｅｎｕｓｐａｒｋｌｅ（ヴィーナスパークル） 
  爽やかなパインソーダに、フルーツもトッピングして、カラフルな色合の 

ドリンクです。    
★ＶｅｎｕｓＰＲＩＤＥ（ヴィーナスプライド） 
  マンゴーとマンゴーゼリーが入った、かわいくて華やかなヴィーナスのクール 
  な一面をあらわしたドリンクです｡  

 
◎発 売 日：３月２０日（火） 
◎販売場所：東京ドーム内売店 ※巨人戦開催時 

  ◎価 格：４５０円 
 
 
 
 

監督・選手名 商品名 価格 

坂本 勇人 キャプテン・ハヤトのペパ×マヨ エッグドッグ ６５０円 

長野 久義 
チョーさんの特製ジャージャー麺 

７００円 
チョーさんの特製塩焼きそば 

亀井 善行 亀ちゃんのこだわり！！メキシカンドッグ ６５０円 

阿部 慎之助 豪快阿部丼～チキンカツとじｖｅｒ．～ ９５０円 

杉内 俊哉 杉内俊哉のたっぷり！！メープルクレープ ６８０円 

小林 誠司 小林誠司のバリうま！！ホイップクレープ ６８０円 

内海 哲也 内海哲也のピリ辛！！タッカルビライスバーガー ６５０円 

石川 慎吾 石川慎吾のダイナマイトチーズバーガー ６５０円 

田口 麗斗 かずとくんのＢｅｒｒｙ Ｖｅｒｙ スマイル ６８０円 

坂本 勇人選手 
キャプテン･ハヤトのペパ×マヨ   

エッグドッグ 

長野 久義選手 

チョーさんの特製ジャージャー麺 

ヴィストロ 

ヴィーナスパークル 

阿部 慎之助選手 

豪快阿部丼～チキンカツとじｖｅｒ.～ 小林 誠司選手 

小林誠司のバリうま！ 
ホイップクレープ 
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じゃびっとべんとう 
大人気の「じゃびっとべんとう」が、今年も新しくなりました。シーズン前半と後半で内容が変わる「じゃびっとべんとう」 

を、ぜひ味わってください。今年も巾着袋が付いています。                                                                             
◎発 売 日：３月２０日(火) 
◎販売場所：東京ドーム内売店 ※巨人戦開催時 
◎価 格：１,３５０円 
        

 
 
 
◆新店舗「ＲＲａｉｎｂｏｗ」、｢京都勝牛｣、｢ＮＩＣＫ ＳＴＯＣＫ｣ＯＰＥＮ                                 

東京ドーム内１Ｆ１塁側にハワイアンレストラン｢ＲＲａｉｎｂｏｗ｣、牛カツ専門店「京都勝牛」、“肉が旨いカフェ”でおな
じみの「ＮＩＣＫ ＳＴＯＣＫ」がニューオープンします。｢ＲＲａｉｎｂｏｗ｣と「ＮＩＣＫ ＳＴＯＣＫ」は､今回が球場初出店となりま
す。東京ドームでしか食べられないグルメをご堪能ください。 
 

◎オープン日：３月２３日（金） 
◎場 所：東京ドーム内 １Ｆ１塁側     
◎お薦めメニュー： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロコモコボウル ９９０円 

 

 

 

 

 

 

 

勝牛ホームラン丼 １,４００円 

 

自家製ローストビーフサンド １,３５０円 

 

 

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 

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 

Ｇｒｅｅｎ'ｓ ５９０円 

 

 

 

 

 

 

 

牛串カツ(５本) ９２０円 

 

 

 

 

 

 

 

極太ホットドッグ ７５０円 

 

 

 

 

 

 

 

ガーリックシュリンプ ７５０円 

 

 

 

 

 

 

 

名物！ローストビーフ丼 １,０００円 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＩＣＫベーコンバーガー ８５０円 
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◆東京ドームホテル『巨人戦観戦宿泊プラン ２０１８』                                

東京ドームホテルでは、開幕戦から６月２４日（日）までの試合を対象とした『巨人戦観戦宿泊プラン ２０１８』の販売

を、インターネットならびに電話で予約受付中です。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）の指定ができるなど、毎年好評の宿泊プランです。 
 

◎対象期日：２０１８年東京ドーム 巨人公式戦開催日 

※７／３（火）から最終戦までのプラン予約受付は下記より開始 

           〔インターネット予約〕５／９（水）１０：００～ 〔電話予約〕５／１６（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 

◎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～  

※試合日により料金が異なる 

※席種により部屋タイプが異なる 

※Ｓ席・Ａ席（１塁側・３塁側）、Ｂ席（１塁側）の指定が可能 

※席種により電話予約限定、インターネット予約限定あり 

※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 

※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参照 

◎予 約 先：東京ドームホテル 〔インターネット予約〕https://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『“ミスタープロ野球”プロ入り６０周年記念「昭和、平成と長嶋茂雄」』                              

公益財団法人 野球殿堂博物館では、２０１８年５月２０日（日）まで、『“ミスタープロ野球”プロ入り６０周年記念「昭和、平成

と長嶋茂雄」』を開催中です。 

２０１８年は“ミスタープロ野球”長嶋茂雄氏がプロ入りして６０周年となります。 

選手としての攻・走・守だけでなく、存在そのものがプロ野球の魅力を体現し、

現在も多くのファンに愛されています。昭和、平成という時代を通じ、長嶋氏 

が日本プロ野球史に刻んだ燦然と輝く足跡とその魅力を、写真、映像や 

ユニホーム等の実物資料を通じてご紹介します。 

 

◎期 間：開催中～２０１８年５月２０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 

※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：公益財団法人 野球殿堂博物館 ＴＥＬ．０３－３８１１－３６００ 
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◆快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャーショー シリーズ第１弾  

     『快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー シアターＧロッソに現る！！』                                              

スーパー戦隊シリーズ４２作目となる新ヒーロー「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」（テレビ

朝日系列）のヒーローショー第１弾を、２０１８年３月１７日（土）より｢シアターＧロッソ｣にて開催します。 

絶対に交わることのない“快盗”と“警察”。宿命のライバルが、今、激突！時には対立し、時にはともに戦う２つの戦

隊が、シアターＧロッソで大迫力のショーを繰り広げます。 

 

◎期 間：２０１８年３月１７日（土）、１８日（日）、２１日（水・祝）、 

３月２４日（土）～４月５日（木）、 

４月７日（土）、８日（日） 

◎公演時間：約３０分 

◎場 所：シアターＧロッソ 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://at-raku.com/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：ヒーローショー公式ＨＰより、チケット購入ページへ 

※前売券の販売は公演当日の朝９：００まで 

◎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：シアターＧロッソに悪の組織、ギャングラー出現！ 

奴らはルパンコレクションを利用し、悪事を企てている。 

すると、そこに現れる２つの戦隊。 

コレクション回収を目的とした「快盗戦隊ルパンレンジャー」。 

そして、ギャングラーから人類を守る「警察戦隊パトレンジャー」。  

戦うべき相手は同じも、目的も手段も異なる２つの戦隊...  

快盗と警察、宿命のライバルが、今、激突する！ 

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 

≪快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パト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、ルパンレッド、パトレン１号との握手シーン

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“快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー

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、６２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 

３／１７（土）～４／８（日） 

■郵送締め切り 

４／１３（金）当日消印有効  

厳正なる抽選の上、当選された方には５月中旬までにお電話にてご連絡します。 

 

ルパンレッドとのＣＭ撮影 
（イメージ） 

©2018 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 
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©2018 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 アトラクションズ ＴＥＬ．０３－３８１７－６００１ 

 

★ＨＯＴ ＤＯＧ ＳＴＡＮＤ  

快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー缶バッジ 

©2018 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

★東京宝島  

◆『スーパー戦隊ランド ～快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー～』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、「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレン 

ジャー」をテーマにした屋内型アトラクション、『スーパー戦隊ランド ～快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パト 

レンジャー～』がオープンします。 

トランポリンで遊べる「パトレンジャンプ」や、立体遊具の中に隠されたルパンコレクションを探す「探せ！ 

ルパンコレクション」の他、「ルパンスライダー」、「ＶＳステップ」、「ソフト積み木」、「プレイコーナー」の計６つの 

コーナーで、体を動かしたり、おもちゃを使って遊んだり、「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレン 

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：２０１８年３月２４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 

 

 

◆快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー『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「ＨＯＴ ＤＯＧ ＳＴＡＮＤ」、「ＭＬＢ ｃａｆé ＴＯＫＹＯ」、「マリオンクレープ」では、「快盗戦隊 

ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャーショー シリーズ第１弾」がスタートする２０１８年３月１７日（土）より、オリ
ジナル缶バッジ（全９種）付きの『ヒーローメニュー』を販売します。また、「ＨＯＴ ＤＯＧ ＳＴＡＮＤ」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、ルパンレンジャーとパトレンジャーの『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快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パト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９種の中から 1 個プレゼント（種類は選べません） 
                                     
 
 
 
 

★ＨＯＴ ＤＯＧ ＳＴＡＮＤ          ★ＭＬＢ ｃａｆé ＴＯＫＹＯ     ★マリオンクレープ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャーオリジナルグッズ ※缶バッジは付きません 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ヒーローカレー 

８６０円 

ヒーローフルーツ 

スペシャル 

８００円 
ヒーローサンデー 

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 

ルパンレンジャーＶＳパトレンジャー 

ガイドブック 

５００円 

©2018 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

ヒーローセット 

７００円 

お客様からのお問合せ先：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『快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャールーム』                           

東京ドームホテルでは、今春登場の戦隊ヒーロー「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」をモ 

チーフとしたヒーローコンセプトルームを、２０１８年３月２３日（金）のご宿泊より１日１室限定にて販売します。部屋の

壁面やベッドカバー、バスルームなど随所に「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」のデザインが施

されており、「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」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：２０１８年３月２３日（金）～２０１９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 https://www.tokyodome-hotels.co.jp 

             ※インターネット予約限定 

◎特 典：●“ルパンレッド”と“パトレン１号”からのメッセージ映像 

            ●快盗戦隊ルパンレンジャーと警察戦隊パト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『快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャーＧＷファミリーブッフェ』     
東京ドームホテルでは、２０１８年５月４日（金・祝）に『快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャーＧＷ 

ファミリーブッフェ』を開催し、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「宇宙戦隊キュウレンジャー」のシシレッドと「動物戦隊ジュウオウジャー」の 

ジュウオウイーグルが登場するほか、「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」の主題歌を歌う 

Ｐｒｏｊｅｃｔ．Ｒ（吉田達彦氏・吉田仁美氏）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は、特典とし 

て「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」との写真撮影会や 

お土産が付きます。 

 

◎日 時：２０１８年５月４日（金・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「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊 

                 パトレンジャー」、ミニコンサート 

【特 典】「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」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、消費税込み 

            ※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 https://www.tokyodome-hotels.co.jp 

           ※予約受付中 

 

 

 

 

 

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 

©2017 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 
２０１７年度の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』 
 

 

AG・東映 

 

©2018 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

 

AG・東映 
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©Benesse Corporation1988-2018／しまじろう 

◆『しまじろうと まほうのゆうえんち ～行こうよ、不思議な冒険に！～』                        

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１８年５月６日（日）まで、「リアル脱出ゲーム」と映画しまじろう「まほう

のしまの だいぼうけん」とのコラボレーションイベント『しまじろうと まほうのゆうえんち～行こうよ、不思議な冒険 

に！～』を開催中です。 

今回のイベントは、ベネッセと「リアル脱出ゲーム」を運営するＳＣＲＡＰが共同開

発した、親子で参加するこども向け謎解き冒険イベントです。「リアル脱出ゲーム」な

らではの物語を通じて謎を解いていく楽しさと、「こどもちゃれんじ」ならではのお子さ

まの発達段階にあわせた、知的好奇心を豊かに育むコンテンツを融合させた、初の

幼児親子向けイベントとなります。 

 

◎開催期間：開催中～２０１８年５月６日（日） 

◎時 間：１０：００～１８：００（参加受付は１７：００まで） 

         ※５／３（木・祝）～６（日）は９：３０から開催 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ 

◎企画制作：ＳＣＲＡＰ 

◎監 修：こどもちゃれんじ（ベネッセコーポレーション） 

◎料 金：◆親子ペアチケット（おとな１名、こども１名） 前売３,０００円、当日３,４００円 

◆追加こどもチケット    前売１,６００円、当日１,８００円 

◆追加おとなチケット    前売１,４００円、当日１,６００円 
※こどもは２歳以上、中学校入学前までが対象、１歳以下のイベント参加は無料 

※１歳以下のこどもで参加キットが必要な場合は、チケットの購入が必要 

※おとなは中学生以上が対象 

※おとな１名に対し、こども３名まで参加可 

※おとなのみ、こどものみでの参加不可 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://realdgame.jp/shimajiro-yuuenchi2018/tokyo/ 

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 

 

◆お化け屋敷『怨霊
おんりょう

座敷
ざ し き

』４月２０日（金）オープン                                                   

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１８年４月２０日（金）に、新アトラクションとしてお化け屋敷『怨霊座敷』

をラクーアゾーンにオープンします。お化け屋敷プロデューサー・五味弘文氏と、ウルトラテクノロジスト集団「チームラ

ボ」が、エンタテインメント性を追求した新たなお化け屋敷を演出します。 

『怨霊座敷』は、＜靴を脱いで入る＞お化け屋敷です。足を踏み入れた家では、かつてある夫婦の間に恐ろしい惨

劇が起こっていました。今でも、怨念はその場に残り、床下からあなたを狙ってきます。靴を脱ぐことで無防備になった

足元が、恐怖心を一層高めます。 

 

◎オープン日：２０１８年４月２０日（金） 

◎営業時間：１０：００～２１：００ 

※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 ラクーアゾーン１Ｆ 

◎料 金：８２０円 

※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回券での入場可 

◎入場規定：６歳以上 

◎企画・制作：株式会社オフィスバーン 

◎プロデュース：五味弘文氏 

◎映像演出：チームラボ 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://at-raku.com/attractions/laqua/onryouzashiki/ 

◎Ｔｗｉｔ ｔｅｒ：@at_raku_obake 
 

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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フォトスポット 

 

 

 

◆『ＬａＱｕａ
ラ ク ー ア

 １５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
ア ニ バ ー サ リ ー

』                                                

東京ドームシティ ラクーアは、２０１８年５月１日（火）に開業１５周年を迎えます。これを記念して、５月２７日（日）ま

で、「ＬａＱｕａ
ラ ク ー ア

 １５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
ア ニ バ ー サ リ ー

」と題し、ラクーア ショップ＆レストランやスパ ラクーアで、さまざまなイベントやお

得なキャンペーンなどを開催中です。 

 

◎期 間：開催中～２０１８年５月２７日（日） 

※開催期間はイベントにより異なる 

◎場 所：東京ドームシティ ラクーア 

◎Ｕ  Ｒ  Ｌ：https://www.laqua.jp  

◎主な内容： 

ラクーア ショップ＆レストラン 

★ＬａＱｕａ×ＫＬＯＫＡ 

クリエイティブスタジオ「ＫＬＯＫＡ」とのコラボレーションで、ラクーア館内が不思議な花園になります。 

色とりどりの大きなお花や蝶がつくる世界に入り込んで写真を撮ることが 

できるフォトスポット（ラクーア２Ｆ・３F）や、色鮮やかなお花のデザインが 

あしらわれたラクーアガーデンなど、来街者に「私の庭」と思っていただけ 

る居心地の良い空間を提供します。 

      ●期 間：開催中～５月２７日（日） 

★２店舗が新規オープン 

   ショップ&レストランでは、３月上旬までのリニューアルに続き、３月２０日（火） 「ソバキチ」（ラクーア１Ｆ）と、 

４月２７日（金） 「ＴＵＬＬＹ'Ｓ ＣＯＦＦＥＥ 」（ラクーア３Ｆ）の新規２店舗がオープンします。 
 

  スパ ラクーア 

★１５周年オリジナルノベルティプレゼント 

４月２３日（月）～５月１日（火）の期間、スパ館内で３,０００円（税込）以上ご利用のお客様に、スパ ラクーア 

１５周年オリジナルノベルティと、６月以降にスパ館内のトリートメント＆ビューティー店舗で使える割引券をプレ 

ゼントします。 

また、５月１４日(月)～１８日（金）の期間では、館内のトリートメント＆ 

ビューティー店舗で６,０００円（税込）以上ご利用のお客様先着５００名様 

に「オリジナルポーチ付きスチームクリーム」を差し上げます。 

       ●期 間：４月２３日（月）～５月１日（火）／５月１４日（月）～１８日（金） 

※ノベルティがなくなり次第終了、一部店舗は対象外 

★スパ ラクーア×ことりっぷ オリジナル小冊子プレゼント 

  期間中、ラクーア公式Ｆａｃｅｂｏｏｋ、またはスパ ラクーア公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍのフォロー画面を提示いただい

たお客様先着１５,０００名様に、旅行ガイドブック「ことりっぷ」とコラボレーションしたオリジナル小冊子をプレ 

ゼントします。 

      ●期 間：５月１日（火）～３１日（木） 

※冊子がなくなり次第終了 
 

    そのほか、女性のためのビューティーセミナーなどの企画を実施予定です。 

 

 

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 

https://www.laqua.jp/
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◆『ＴｅＮＱファミリーデー』                                                    

宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー）では、これまで不定期で開催していたファミリー向けイベント『ＴｅＮＱファミ 

リーデー』を、ご好評につき２０１８年４月～６月は月に２回開催します。 

開催日当日は、０歳のお子様から入館いただける（通常は４歳未満入館不可）ほか、４歳～中学生限定で 

ＴｅＮＱオリジナルメモ帳をプレゼントします。さらに、５月５日（土・祝）のこどもの日には、ワークショップ「手作り 

望遠鏡を作ろう」を実施します。 
 

◎開 催 日：２０１８年４月７日（土）、２２日（日）、５月５日（土・祝）、２０日（日）、６月９日（土）、１７日（日） 

◎入 館 料：４歳未満 １名様５００円（当日券のみ販売）※その他の券種は前売、当日売とも通常販売 

◎主な内容： 

  ★当日に限り、０歳のお子様から入館できます。（通常は４歳未満入館不可） 

★４歳～中学生限定で、ＴｅＮＱオリジナルメモ帳をプレゼント。 

★５月５日（土・祝）こどもの日にワークショップ 

「手作り望遠鏡を作ろう」実施。 

●日 時：５月５日（土・祝）  

●受付時間：１１：００～１５：００ 

●参加料金：５００円（ＴｅＮＱ入館料別途必要） 

※当日は、通常の鑑賞環境と異なる 

※１０歳未満のお子様の入館には、中学生以上の同伴が必要 

※ベビーカーの持ち込み、通行が可能（預かり、貸出は行いません） 
 

◆第１３回企画展『謎の暗闇宇宙展』                                           

宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー）では、２０１８年４月１９日（木）～７月１日（日）までの期間、体験型イベントのリアル 

宝探しを展開する「タカラッシュ」とコラボレーションした、第１３回企画展 

『謎の暗闇宇宙展』を、館内の企画展示室にて開催します。 

本企画展では、参加者は捜索用のライトを持って暗がりの宇宙空間に 

仕掛けられた様々な謎を解いていく、ＴｅＮＱ初の体験型の謎解き展示 

をお楽しみいただけます。 

 

◎期 間：２０１８年４月１９日（木）～７月１日（日） 

◎場 所：ＴｅＮＱ内 企画展示室 

◎料 金：ＴｅＮＱ入館料に含む 

◎制作協力：株式会社タカラッシュ 

◎主な内容： 

参加者は、解答用紙と捜索用のライトを持って探検スタート。４つのエリアに分かれた暗闇の宇宙空間を、 

捜 索 用 のライトを使 って隠 れた宇 宙 人 や秘 密 を 見つけながら手がかりを集めます。全ての謎を解き 

明かし“ピポー”の友達の“ピポパパ”の居場所を特定、見つけ出せればクリアとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

【宇宙ミュージアムＴｅＮＱ 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） 
◇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 
◇Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/ 

              ※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） 

            ※入館は１５分ごと。４歳未満の入館不可（ファミリーデーを除く） 

過去の様子 
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©SAOTOME GAKUEN Illustration:Chinatsu Kurahana 

 

 

 

 

 

◆『うたの☆プリンスさまっ♪Ｓｈｉｎｉｎｇ Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ Ｓｈｏｗ 企画展』                                                    
Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏでは、２０１８年４月１５日（日）まで、女性に人気の「うたの☆プリンスさまっ♪」とコラボレーション

した『うたの☆プリンスさまっ♪Ｓｈｉｎｉｎｇ Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ Ｓｈｏｗ 企画展』を開催中です。 

「うたの☆プリンスさまっ♪」新規プロジェクトＣＤ「Ｓｈｉｎｉｎｇ Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ Ｓｈｏｗ」の世界を体感できる展示や撮

影スポットのほか、出演アイドル達によるオリジナルボイスもお楽しみ 

いただけます。 
 
◎期 間：開催中～２０１８年４月１５日（日） 

※３／２９（木）は展示替えのため休館 

◎時 間：平日 １５：００～２０：００、土日祝日 １０：００～２０：００ 

※日時指定制、入場は各入場枠２０分前まで 

◎場 所：Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ（ギャラリー アーモ） 

◎入 場 券：１,６００円＜大人・子供共通＞ 

◎主 催：株式会社東京ドーム 

◎企画制作：株式会社読売広告社  

◎企画協力：株式会社ブロッコリー   

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/event/smsutapri.html 

◎主な内容：期間中、シャイニング事務所のアイドル１１人による、３つの名作『不思議の国のアリス』 

『三銃士』『赤ずきん』にオリジナルの要素を加えた、新しい世界を体感できる展示 や 

撮影スポット、オリジナルボイスなどをお楽しみいただけます。さらに、企画展に合わせて製作 

されたイベント限定商品の販売やコラボメニューを提供します。 
 

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 

 

◆Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ開業１周年企画『「ねこ画展」～ねこ画から生まれた愛おしい世界～』                                                    
Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏは、２０１８年４月に開業１周年を迎えます。これを記念して、２０１８年４月２６日（木）～７月８日

（日）の期間、『「ねこ画展」～ねこ画から生まれた愛おしい世界～』を開催します。 

本展覧会は、画家、絵本作家、イラストレーター、漫画家などジャンルを問わず、猫をテーマに魅力的な作品を発

表している新進気鋭の日本人作家８名による、バラエティ豊かに描かれた猫たちの絵約８０点を展示した絵画展で

す。また、会場では猫の書籍・雑貨販売のほか、「ドコノコ」プロデュースイベントやチャリティーコーナーなど、楽しい企

画が盛りだくさんの遊べる展示となっています。 
 
◎期 間：２０１８年４月２６日（木）～７月８日（日）※開催期間中無休 

◎時 間：１２：００～２０：００ ※最終入館は閉館の３０分前まで 

◎場 所：Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ（ギャラリー アーモ） 

◎料   金：当日 大人（高校生以上）１,３００円／小人（小・中学生）９００円 

         前売 大人（高校生以上）１,１００円／小人（小・中学生）７００円 
※未就学児無料 

◎チケット発売：２０１８年３月１６日（金）～ 各プレイガイドにて前売開始 
※イベント初日４／２６（木）より当日料金 

◎主 催：株式会社東京ドーム 

◎企画協力：神保町にゃんこ堂 

◎後   援：読売新聞社  

◎チャリティ協力：保護猫カフェ ネコリパブリック 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/event/nekogaten.html 

◎主な内容：猫好きの聖地「にゃんこ堂」がおすすめする作家「おかべてつろう」「くまくら珠美」「クラミサヨ」 

「柴田ケイコ」「高原鉄男」「ねこまき」「目羅健嗣」「山下絵理奈」８名による、バラエティ豊かに描かれた 

猫たちの絵約８０点を展示。また、会場では、参加作家の本や猫の雑貨販売のほか、ほぼ日アプリ 

「ドコノコ」プロデュースのねこさがしイベントやチャリティーコーナーなど様々な企画を実施します。 
 
 
 

Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ（ギャラリー アーモ） 

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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イースターたまご（イメージ） 

昨年の様子 

 
 
 
 
◆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、２０１８年の春（３月～５月）に、親子で一緒に楽しめるイベント 
を開催します。本施設でのイースターイベントは今回が初開催となります。 

 
アソボ～ノ！でハッピー☆イースター！ 

◎日 時：２０１８年３月３１日（土）・４月１日（日） １２：００～１６：００ 
◎場 所：フレキシブルエリア 
◎内 容：イースター用のたまごを配布し、各自でペイントをしていた 

だけます。ペイントしたたまごはお持ち帰りできます。 
※各日、先着２００名様限定  

 

こどもの日 ｉｎ アソボ～ノ！ 
◎日 時：２０１８年５月５日（土・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 
●場 所：フレキシブルエリア 
●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き、 

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～  

 ●場 所：アドベンチャーオーシャン 
●内 容：｢こいのぼり｣の楽曲に合わせて､ミニチュアのこいの 

ぼりを持ちながら、ダンスを踊ります｡ 
ミニチュアのこいのぼりは､そのままお持ち帰りできす｡ 

 
 
 
 
 
◆『黄色いビル イースターキャンペーン』                                      

黄色いビルでは、２０１８年３月２３日（金）～４月２７日（金）の期間、ビル内に隠された“ヒントエッグ”を探し出す「謎解き 
エッグハント」や、平日デイタイム利用のお客様を対象とした「イースター平日抽選会」を開催します。 

 
◎期 間：２０１８年３月２３日（金）～４月２７日（金） 
◎場 所：東京ドームシティ 黄色いビル 
◎対象施設：宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー）【６Ｆ】 

東京ドームボウリングセンター【５Ｆ】 
東京ドーム ローラースケートアリーナ【４Ｆ】 
スポドリ！【３Ｆ】 

 
 
謎解きエッグハント 

対象施設をご利用いただいたお客様に参加用紙を差し上げます。参加用紙のヒントを手掛かりに、黄色いビル 
３～６Ｆの各フロアに隠された「ヒントエッグ」を見つけてください。全ての「ヒントエッグ」を探し出し、謎を解くとある 
キーワードになります。正解者の中から抽選で東京ドームホテル宿泊券など素敵な賞品を差し上げます。 

 
イースター平日抽選会 

４月５日（木）～２７日（金）の期間、平日１７時までに対象施設を利用されたお客様は抽選会にご参加いただけ
ます。カラフルな卵型のカプセルを使った抽選会で、東京ドームシティ内施設の招待券や飲食店で使える 
クーポン等が当たります。 

 
 
 
 
 

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 
 
 

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 

その他 

イメージ 
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◆クリスタルアベニュー 鯉のぼり装飾                                          
２０１８年４月６日（金）～５月６日（日）の期間、東京ドームシティ クリスタルアベニュー上空に、長さ２メートルの鯉

のぼりを３２０匹装飾いたします。お子様の健やかな成長を願う色とりどりの鯉のぼりがクリスタルアベ 
ニューの空を賑やかに泳ぎます。 
 
  ◎期 間：２０１８年４月６日（金）～５月６日（日） 
  ◎場 所：東京ドームシティ クリスタルアベニュー 
 

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 
 

◆『トミカスタンプラリー ｉｎ 東京ドームシティ ２０１８』                                 
東京ドームシティでは、ゴールデンウィーク恒例のファミリー向けイベントとして『トミカスタンプラリー ｉｎ 東京ドーム

シティ ２０１８』を、２０１８年４月２８日（土）～５月６日（日）の９日間開催します。 
本イベントは、シティ内４か所に設けられたポイントを探し出しゴールを 

目指すスタンプラリーイベントで、すべてのポイントを巡りトミカスタンプを 
集めると先着１万名様に「トミカ×東京ドームシティ オリジナルＤＶＤ」が 
もらえるほか、素敵なプレゼントが当たる抽選会に参加できます。 
 また、「東京宝島」「東京ドームホテル ホテルショップ」で東京ドームシティ 
イベント記念オリジナルトミカを販売します（数量限定）。 
 

◎開催期間：２０１８年４月２８日（土）～５月６日（日） 
◎時 間：１０：００～１７：００  
         ※５／１（火）、２（水）は１１：００から開催 
◎場 所：ミーツポートガーデン、黄色いビル、東京ドームホテル ほか 
         ※ポイント設置場所は計４か所 
◎料 金：参加無料 
 

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 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、２０１８年４月１日（日）～５月３１日（木）の期間、『春の
北海道フェア』を開催します。 

今年で６回目となる本フェアでは、春を迎える北海道の食材を中心に洋食・中華・和食・スイーツの５０種類を超える
アレンジメニューをブッフェスタイルにてご用意します。 
 
 

◎期 間：２０１８年４月１日（日）～５月３１日（木） 
◎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）１,８３６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／蟹入りフカヒレスープおこげ添え、北海道産荒とろ 
                       ろとわかめのラーメン、北海道産棹前昆布と水餃 
                              子の干し海老風味 など 
         ラ ン チ限定／シーフードケイジャン盛り、かみふらのポークと白身魚の 
                        豆豉蒸し など 

             ディナー限定／蟹の鉄板蒸し、北海道産キンキのよせ鍋、時鮭とアスパ 
                          ラガスの北海道産生クリームスパゲッティ、メロンソフトク 
                          リーム 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 

 

シーフードケイジャン盛り 

 

蟹の鉄板蒸し 

 

© ＴＯＭＹ 



  

 

 
         
   

■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・・・・・・・・・・ https://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 ※２０１８年３月１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 

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 


