
  

 

２０１８年６月７日 

  

  

 

報道関係各位 

ニュースレター ２０１８年 夏号 
 

 目次  

 ◆東京ドームシティ アトラクションズ          
 

 ・リアル脱出ゲーム×劇場版ポケットモンスター 
    ｢風の遊園地からの脱出」ｉｎ 東京ドームシティ アトラクションズ 

・お化け屋敷「怨霊座敷」夏の特別演出 『超・怨霊座敷』 

 

 

 ◆ファミリー向けイベント                    
 ・『わくわく！ウォーターガーデン』 

・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３弾 『華麗なる新戦士！ルパンエックス・パトレンエックス！！』 

・『仮面ライダー×スーパー戦隊 Ｗヒーロー夏祭り２０１８』 
・屋内型キッズ施設「ＡＳＯＢｏｎｏ！(アソボーノ)」夏イベント開催 
・『夏休み毎日イベント３０Ｄａｙｓ ｉｎ東京ドームシティ２０１８』 

 

 ◆宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー）   

 ・シアター宙（ソラ） 最新作『宇宙グランドツアー』 
・ＴｅＮＱ４周年特別企画展『星の王子さまミュージアム×ＴｅＮＱ 

星の王子さまと旅する宇宙』 

 

 ◆Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ（ギャラリー アーモ）  

 ・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～』 

・｢未来のミライ展～時を越える細田守の世界 
 『時をかける少女』『サマーウォーズ』 

『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』｣ 

 

 ◆野球関連  
 ・『イースタン・リーグ ２０１８ ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ』 

・野球観戦におすすめのひんやりスイーツ＆グッズ 
 

 ◆ラクーア 
 
 

 

 
・ラクーア ショップ＆レストラン『ラクーア ザブ～ンバザール』 

 

 ◆東京ドームホテル 
 

 
 ・夏季限定『ガーデンプールプラン ２０１８』 

・スーパーダイニング「リラッサ」 開業１８周年記念 

                         『アニバーサリーＷ
ダブル

フェア』 

 

 ◆その他    
 ・『オフト後楽園 ラウンジセブン』７月２日（月）オープン 

・『ボルダリング！スパ ラクーア入館チケット付きプラン』 
・『バブルボールで遊ぼう ｉｎ ローラースケートアリーナ』  

 

 

 ◆東京ドームシティご案内    
   

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 

 

  

※本資料に記載の価格は全て消費税込です 

 

©2018 ピカチュウプロジェクト 



2 

 

©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･ 

 TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku 
©Pokémon 
©2018 ピカチュウプロジェクト 

 
 

 
 

◆リアル脱出ゲーム×劇場版ポケットモンスター  

                  「風の遊園地からの脱出」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、２０１８年７月１４日（土）～９月２４日（月・休）の期間、「劇場版ポケッ

トモンスター みんなの物語」の期間限定オリジナル「リアル脱出ゲーム」、【「風の遊園地からの脱出」 in 東京 

ドームシティ アトラクションズ】を開催します。謎や暗号を解き明かし、園内のいたるところに隠れているポケ 

モンを仲間にしてストーリーを進めていく体験型ゲーム・イベントです。 

大人が思う存分楽しめる「スタンダードコース」に加えて、小学生のお子様でも参加しやすい「キッズコース」

もご用意しておりますので、家族連れにもオススメです。また、制限時間がないので、ご自分のペースでお楽し 

みいただけます。 

さらに、ストーリー本編とは別に、たくさん出現するポケモン達と出会う、探す、

集めるといった「ポケモン」ならではの楽しさもふんだんに取り入れた内容となって

おりますので、謎解きイベントに参加したことがない方でもお気軽にご参加いただ 

けます。 

 

◎期 間：２０１８年７月１４日（土）～９月２４日（月・休） 

◎時 間：１５：００～２２：００（参加受付は終了時間の２時間前まで） 

         ※期間中の土日祝日および８／１１（土・祝）～１５（水）は１０：００から開催 

         ※９／１（土）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：ピカチュウプロジェクト 

◎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３,３００円、当日３,７００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４,３００円、当日４,７００円 

 こども（小学生）   前売３,０００円、当日３,４００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２３：５９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/pokemon2018/tokyo-top.html 

◎Ｔｗｉｔ ｔｅｒ：@tdca_pokemon 

◎内 容：あなたがＧＥＴしたポケモンと一緒に遊園地内を探索し、謎や暗号を解き明かす体験型ゲーム・ 

イベント 

 

 

 

 

 

 

 

東京ドームシティ アトラクションズ 

≪ストーリー≫  

今日は年に一度の風祭り。伝説のポケモン・ルギアが、この街に恵みの風をもたらす日だ。 

そこに悪の組織・ロケット団が忍び込んだ。 

あちこちで巻き起こる事件、封鎖される会場、閉じ込められるあなたたち。 

はたして、あなたはロケット団を倒し、ここから脱出できるだろうか。 

舞台は風祭りが行われている遊園地。いたるところにポケモンが隠れている。 

謎を解いてポケモン達を仲間にし、悪の野望を打ち砕け！ 

キミとポケモンが出会ったとき、みんなの物語が動き出す。 

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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【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。 

２０１８年夏には札幌、大阪、鹿児島など全国７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。 

 

◆お化け屋敷「怨霊座敷」夏の特別演出 『超・怨霊座敷』                                       

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１８年７月１４日（土）～９月２４日（月・休）の期間、今春新たに 

オープンしたお化け屋敷「怨霊座敷」の恐怖の演出・ミッションをさらにパワーアップし、夏の特別演出として 

『超・怨霊座敷』を開催します。 

「怨霊座敷」は、２０１８年４月２０日（金）に常設のアトラクションとして新たにオープンした、＜靴を脱いで 

入る＞お化け屋敷です。足を踏み入れた家では、かつてある男女の間に恐ろしい惨劇が起こっていました。床

下に埋められた夜雨子の怨念は、今でもその場に残り、足の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。 

『超・怨霊座敷』では、ストーリーのアレンジと恐怖演出のパワーアップを行い、新たに重要なミッションが加

わります。お客様に与えられるミッションは＜怨念が強く宿る夜雨子の足首を縄で縛ってくる＞ことです。果たし 

て、夜雨子の怨念を解いて無事に戻ってくることができるでしょうか・・・。 

１７時以降の【ハード ver.（夜の部）】は、１６時までの【ノーマル ver.（昼の部）】よりも恐怖の演出ポイントが

さらに倍増し、恐怖度が何倍にもアップします。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。 
 

◎期 間：２０１８年７月１４日（土）～９月２４日（月・休） 

※７／２（月）～１３（金）の期間、お化け屋敷「怨霊座敷」の営業は休止 

※『超・怨霊座敷』開催期間終了後、お化け屋敷「怨霊座敷」は９／２７（木）より 

営業再開予定 

◎時 間：【ノーマル ver.（昼の部）】１０：００～１６：００ 

【ハード ver.（夜の部）】１７：００～２２：００ 
※【ノーマル ver.】と【ハード ver.】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（土・祝）～１５（水）は９：３０開園 

※９／１（土）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 ラクーアゾーン１Ｆ 

  ◎料 金：１,０３０円（【ノーマル ver.】【ハード ver.】共通） 

※【ノーマル ver.】はワンデーパスポート・ライド５・乗り物１回券での入場可 

※【ハード ver.】は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回券での入場不可 

◎入場規定：６歳以上 

◎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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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』                                        

東京ドームシティに、２０１８年７月１４日（土）～９月２日（日）の期間限定で、お子様向け水遊び広場 

『わくわく！ウォーターガーデン』が登場します。 

 ４年目の開催となる今年は、昨年大好評の“泡”遊びアトラクション「あわあわホイップ」等に加え、新アトラク 

ションにはストレートとカーブの２レーンタイプのスライダー「ざぶ～んダブルスライダー」が登場します。ミス 

トシャワーが湧きでる涼しい空間で、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。 

小学生までのお子様を対象とし、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様 

や水が苦手なお子様でも、気軽にお楽しみいただけます｡ 

 

  ◎期 間：２０１８年７月１４日（土）～９月２日（日）  

◎時 間：１０：００～１７：００ （受付終了は１６：００) 

※８／１１（土・祝）～８／１５（水）は９：３０～営業 

◎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 

※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回券での入場不可 

※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 

  ※中学生以上のみでの入場不可 

  ※再入場不可 

  ※場内ではサンダル等の履物の着用が必要 

◎定 休 日：なし ※強雨・強風等の荒天時は営業中止 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://at-raku.com/event/wakuwaku_watergarden2018/ 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

わくわく！ウォーターガーデン アトラクション 

①ざぶ～んダブルスライダー （ＮＥＷ）           

  ※ストレートとカーブの２レーンのウォータースライダー 

    （高さ約５ｍ、長さ約７ｍ、滑り台斜度約４４度） 

②あわあわホイップ 

  ※吹き出る不思議なふわふわの泡で遊ぶアトラクション 

③びしょぬれアドベンチャー 

  ※様々な障害物にチャレンジするアスレチックタイプの 

アトラクション 

④マジカルミスト 

  ※不思議な仕かけがいっぱいのミストサークル 

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ホームページにてご確認ください。 

ファミリー向けイベント 

【マジカルミスト】 【あわあわホイップ】 
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©2018 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

©石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映ＡＧ・東映 

 

◆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３弾  

                    『華麗なる新戦士！ルパンエックス・パトレンエックス！！』                                              

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

系列）のヒーローショーシリーズ第３弾を、２０１８年７月１４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７月１４日（土）、１５日（日）、１６日（月・祝）、 

７月２１日（土）～８月２６日（日）は毎日公演 

※７／２７（金）、８／３（金）、２４（金）は休演日 

◎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歳以下のお子様は、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：ヒーローショー公式ホームページより、チケット購入ページへ 

※前売券の販売は公演当日の初回開演２時間前まで 

◎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：「残りのルパンコレクションをすべて渡してやる」 

突然届いたギャングラーからの怪しい手紙。 

奴らの卑劣な罠に追い詰められたルパンレンジャーとパトレンジャー。 

二大戦隊史上最大のピンチに現れたのは、前代未聞の新ヒーロー！？ 

敵か味方か、快盗で警察、その名もルパンエックス＆パトレンエックス！ 

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 

 

◆『仮面ライダー×スーパー戦隊 Ｗヒーロー夏祭り２０１８』                                                             

東京ドームシティ プリズムホールでは、２０１８年８月４日（土）～２３日（木）の 

期間、『仮面ライダー×スーパー戦隊 Ｗヒーロー夏祭り２０１８』を開催します。 

現在放映中の「仮面ライダービルド」、「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦

隊パトレンジャー」の展示コーナーや、無料で遊べるプレイランド、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。 

 

◎期 間：２０１８年８月４日（土）～２３日（木） 

◎時 間：１０：００～１７：００（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（仮面ライダースーパーステージ 自由席付） 大人 前売１,９００円、当日２,１００円 

こども 前売１,６００円、当日１,８００円 

※その他の券種・料金等の詳細はイベント特設ホームページを確認 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://at-raku.com/w-hero/ 

◎主な内容： 

★仮面ライダースーパーステージ 

仮面ライダービル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 

※８／６，７，８，２０，２１，２２の６日間は３回公演（１０：３０／１３：００／１５：３０）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 
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◆屋内型キッズ施設「ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ）」夏イベント開催                      

屋内型キッズ施設「ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ）」では、この夏、父の日や七夕を親子で一緒に楽しめる 

イベントを開催します。 

 

  父の日 ｉｎ アソボ～ノ！ 

    ★お父さんのために似顔絵を描こう！ 

      ●期 間：開催中～２０１８年６月１７日(日) １１：００～１７：００ 

                 ※６／１１（月）・１２（火）は除く 

      ●場 所：フレキシブルエリア 

      ●内 容：お父さんの似顔絵を描いてプレゼント､または描いた 

                 似顔絵を掲載します｡ 

 

    ★親子体操～父の日バージョン～ 

      ●期 間：２０１８年６月１７日(日) １５：３０～ 

      ●場 所：アドベンチャーオーシャン 

      ●内 容：お父さんと体操やダンスを踊り､最後にお子様より 

                 花紙の“カーネーション(黄)”をプレゼントします｡ 

 

  ※６／１７（日）父の日当日は、大人の男性の方の入館料を２００円引き 

 

七夕 ｉｎ アソボ～ノ！ 

★星に願いを 

●期 間：２０１８年７月１日（日）～７日（土） 

   ●場 所：カラフルタウン マーケット前 

●内 容：短冊に願い事を書いて、館内に設置された笹に 

飾っていただけます。 

 

★親子体操～七夕バージョン～ 

●期 間：２０１８年７月７日（土） １５：３０～ 

   ●場 所：アドベンチャーオーシャン  

●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アソボ～ノ！オリジナルグッズを 

プレゼントします｡  

 
 

 

◆『夏休み毎日イベント３０Ｄａｙｓ ｉｎ東京ドームシティ２０１８』                        
東京ドームシティでは、２０１８年７月２８日（土）～８月２６日（日）の３０日間、夏休み恒例のお子様向け企画

『夏休み毎日イベント３０Ｄａｙｓ ｉｎ東京ドームシティ２０１８』を開催します。 

今年で７年目を迎える大好評の本イベントは、東京ドームシティ内の各 

施設・店舗を会場として、３０日間毎日イベントを実施します。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 

無料イベントを日替わりで実施します。一人はもちろん兄弟や友達とも参     

加できます｡ 

 

◎期 間：２０１８年７月２８日（土）～８月２６日（日） 

◎場 所：東京ドームシティ内各施設・店舗  

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokyo-dome.co.jp/mainichi_event/ 
 

 

 

父の日イベント（昨年の様子） 

七夕親子体操（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 

 

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 

 

昨年の様子 
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Le Petit Prince™ Succession Antoine de Saint-Exupéry licensed by（株）Le Petit Prince™ 星の王子さま™ 

 

 

 
 

宇宙ミュージアムＴｅＮＱは、２０１８年７月に開業４周年を迎えます。これを記念して、ＴｅＮＱのメインコンテン

ツ「シアター宙（ソラ）」にて、最新作『宇宙グランドツアー』が上映開始となるほか、「星の王子さまミュージアム 

箱根サン=テグジュペリ」とコラボレーションし、ＴｅＮＱ４周年特別企画展『星の王子さまミュージアム×ＴｅＮＱ  

星の王子さまと旅する宇宙』を開催します。 
 
◆シアター宙（ソラ） 最新作『宇宙グランドツアー』                                               

ＴｅＮＱでは、４周年を記念して、ＴｅＮＱのメインコンテンツで、宇宙を見下ろして観覧する「シアター宙（ソラ）」

の新作プログラム『宇宙グランドツアー』を、７月４日（水）から上映開始します。 

本プログラムは、太陽系の外から地球へ、宇宙の絶景を探査機の視点で巡るストーリーです。最新の天文学 

をもとに、土星の衛星「エンセラダス」の間欠泉や木星のオーロラといった 

太陽系の星々をリアルに再現し、ＩＳＳ（国際宇宙ステーション）や観測衛

星からの実写を組み合わせた臨場感あふれる映像で宇宙の絶景を体感

いただけます。また、シアター宙のプログラムでは、初の試みとして声優 

を起用。ナレーションを櫻井孝宏さんが担当し、情緒豊かな語りとともに

ご案内します。 

 

◎上映期間：２０１８年７月４日（水）～ 

◎上映スケジュール： 

決まり次第、ＴｅＮＱ公式ホームページにてお知らせします。 

◎制   作：制作・統括 株式会社 ＮＨＫエデュケーショナル 

演出     株式会社スピード 

制作進行  トラックアンドストアーズ株式会社 

◎制作協力：ＣＧ制作  株式会社 ＮＨＫアート、有限会社 ５０５事務所 

編集技術 株式会社 エフェクト 

音響効果 株式会社 ディアハウスサウンドデザイン 

作曲 加藤 慶 
 
◆ＴｅＮＱ４周年特別企画展『星の王子さまミュージアム×ＴｅＮＱ 星の王子さまと旅する宇宙』      

ＴｅＮＱ内の企画展示室では、４周年特別企画展として「星の王子さまミュージアム 箱根サン=テグジュペリ」

とコラボレーションし、『星の王子さまミュージアム×ＴｅＮＱ 星の王子さまと旅する宇宙』を開催します。 

本展では、王子さまが旅した星の世界を表現し、作品中に登場する「大切なことば」の数々を紹介するととも

に、本当の宇宙に広がる神秘の世界をお伝えします。また、会場内には本展オリジナルのフォトスポットも登場

します。 
 
◎期 間：２０１８年７月４日（水）～１１月４日（日） 

◎料   金：ＴｅＮＱ入館料に含む 

◎場 所：ＴｅＮＱ内 企画展示室 

◎制作協力：星の王子さまミュージアム 箱根サン=テグジュペリ 

◎科学監修：国立天文台 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

櫻井孝宏（声優） 

 

土星の衛星「エンセラダス」の 
間欠泉 

シアター宙 

宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー） 

【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） 

※７／２（月）・３（火）は施設整備により休館 
●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 

※事前購入は、２００円引き。また、６／１より、期間指定引換券の販売を開始 
（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） 

※入館は１５分ごと。「ファミリーデー」 ６／９（土）・１７（日）、７／１６（月・祝）・２１（土）、 

８／１５（水）・２６（日）を除き、４歳未満の入館は不可 

●Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/ 

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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◆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では、２０１８年４月に開業１周年を迎えたことを記念し、２０１８年７月８日（日）まで、『「ねこ

画展」～ねこ画から生まれた愛おしい世界～』を開催中です。 

本展は、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（「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、猫たちの絵など１８０点を展示した絵画展です。また、会場

では、作家関連商品や猫雑貨、１点物で珍しい作品など５００アイテム以上の商品を販売するほか、ワーク 

ショップなど楽しい企画が盛りだくさんの遊べる展覧会となっています。 
 
◎期 間：開催中～２０１８年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 
         ※未就学児無料 

◎主 催：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 
 

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 

 

◆「未来のミライ展～時を越える細田守の世界 

『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』」                                                   
Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏでは、２０１８年７月２５日（水）～９月１７日（月・祝）の期間、「未来のミライ展～時を越える細 

田守の世界 『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』」を開催します。 

本展は、７月２０日(金)より公開されるスタジオ地図・細田守監督最新作『未来のミライ』の世界を、体感型展

示・最新テクノロジー・原画・背景画などを通じて再現するほか、映画の中では紹介しきれない、壮大かつ繊細 

なストーリーも公開します。さらに、『時をかける少女（２００６）』、『サマー 

ウォーズ（２００９）』、『おおかみこどもの雨と雪（２０１２）』、『バケモノの子 

（２０１５）』の過去作を展示し、新作との関係性を紐解き、細田守監督と多く

のスタッフが作り上げた映画の魅力に迫ります。また、最新作はもちろん、過

去作のオリジナルグッズも販売される「スタジオ地図ＳＨＯＰ」も併設します。 
 
◎期 間：２０１８年７月２５日（水）～９月１７日（月・祝）※開催期間中無休 

◎時 間：１０：００～１８：００ ※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（大学生以上）１,７００円／小人（高校生以下）９００円／親子ペア券２,４００円 

        前売 大人（大学生以上）１,５００円／小人（高校生以下）７００円／親子ペア券２,０００円 
※３歳以下無料 
※前売り券は日テレゼロチケ、ローソンチケットほか 
※親子ペア券は大人(大学生以上)と小人(高校生以下)各１名が入場可能。ただし、同時に入場の場合のみ有効 
※数量限定の「プレミアムグッズ付チケット」も販売中 
※イベント初日７／２５（水）より当日料金 

◎主 催：日本テレビ放送網、ムービック・プロモートサービス、東京ドーム、ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

◎特別協力：スタジオ地図 

◎協   力：面白法人カヤック、NTT ドコモ 

◎後 援：ＣＳ日テレ、TOKYO MX、ニッポン放送 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://mirai-ten.jp/ 

 
お客様からのお問い合わせ先：「未来のミライ展」東京展事務局（１０：００～１７：００） ＴＥＬ．０３－３５５６－６５５１ 

館内の様子 

Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ（ギャラリー アーモ） 
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◆『イースタン・リーグ ２０１８ ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ』                                                        

東京ドームでは２０１８年８月１５日（水）、１６日（木）の両日、プロ野球イースタン・リーグ（二軍）公式戦の 

読売ジャイアンツ 対 東北楽天ゴールデンイーグルス戦を開催します。 

当日は、グラウンドに降りてキャッチボールやベースランニングなどを体験できる「芝生で遊ぼう」や、２２ゲー 

ト前広場で行う「ＧⅡスクエア」など、東京ドーム内外で野球観戦と合わせて

楽しめるさまざまな企画を実施します。 

 

◎日 時：２０１８年８月１５日（水）、１６日（木） １８:００～（開場１６：００） 

◎対戦カード：読売ジャイアンツ×東北楽天ゴールデンイーグルス 

◎主 催：読売新聞社・日本テレビ・東京ドーム 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/baseball/eastern/  

◎主な内容：  

★芝生で遊ぼう   

東京ドームのグラウンドに降りて、「キャッチボール」や「ベースランニング」などを楽しめます。 

●時 間：１２：００～１３：００（最終入場１２：３０） 

★ＧⅡスクエア   

選手のトークショーやヴィーナスのパフォーマンス、大抽選会など、試合に向けてファンの皆様と一層盛 

り上がるためのステージを開催します。 

●時 間：１５：４５頃～ 
 

このほかにも、さまざまなイベントを開催予定です。 
 

※詳細は後日発表 
※参加無料、ただし当日の試合のチケットが必要 

    

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 

 

◆野球観戦におすすめのひんやりスイーツ＆グッズ                                     

夏の野球観戦のお供には、ヘルメット型の容器で見た目もかわいい「ジャイアンツ ヘルメットカップアイス」

など、東京ドーム内でのみ購入できるひんやりスイーツがオススメです。また、応援に欠かせないアイテムであ 

るマフラータオルを、さまざまなデザインで用意しています。 

 

ジャイアンツ ヘルメットカップアイス 

 ◎販売場所：東京ドーム内飲食売店 

※巨人戦限定販売 

 

マフラータオル（ジャビット総柄・オレンジ） 

   ◎販売場所：Ｇ-ＳＨＯＰ 

 

 

 

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 

野球関連 

ＧⅡスクエア（昨年の様子） 

ジャイアンツ ヘルメットカップアイス 

（ソフトクリーム） ５３０円 

 

ジャイアンツ ヘルメットカップアイス 

（ディッピンドッツ） ６３０円 

 

マフラータオル（ジャビット総柄・オレンジ） 

１,６００円 
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◆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、２０１８年６月２２日（金）～７月３１日（火）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、ＪＴＢ旅行券１０万円分や選べるグラン 

ピング体験、クルージングチケットなど、夏にぴったりの豪華賞品が当たる大抽選会を実施します。 

 

◎期 間：２０１８年６月２２日（金）～７月３１日（火） 

※第１弾 ６／２２（金）～７／８（日） 

第２弾 ７／９（月）～７／３１（火） 

◎場 所：ラクーア ショップ＆レストラン 

◎店 舗 数：７２店（ショップ４８店、レストラン２４店） 

 ※２０１８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 

※７／６（金）～８（日）はショップとＴＵＬＬＹ'Ｓ ＣＯＦＦＥＥ、 

ｎａｎａ'ｓ ｇｒｅｅｎ ｔｅａは２１：３０まで営業 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.laqua.jp/ 

◎主な内容： 

★はずれなし！！大抽選会 

●日 時：２０１８年７月６日（金）～８日（日） １１：００～２１：３０ 

●場 所：ラクーア３Ｆ 特設会場（ｉｎｄｅｘ前） 

●内 容：６月２２日（金）～７月８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／ビーチへ行こう！「ＪＴＢ旅行券 １０万円分」 ［２名様］ 

１ 等／豪華なキャンプ 「選べるグランピング体験」 ［４組８名様］ 

２ 等／夜景や港町を望むクルージング体験 

「クルージングチケット」 ［８組１６名様］ 

３ 等／小さくても便利なスマートスピーカー 

「Ｇｏｏｇｌｅ Ｈｏｍｅ Ｍｉｎｉ」 ［１０名様］ 

※「Ｇｏｏｇｌｅ Ｈｏｍｅ Ｍｉｎｉ」は、Ｇｏｏｇｌｅ ＬＬＣの商標です 

 

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。 

 

 

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 

（イメージ） 

 

ラクーア 

（イメージ） 

https://www.laqua.jp/
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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 

  

 

 

◆夏季限定 『ガーデンプールプラン ２０１８』                                  

東京ドームホテルでは、２０１８年７月７日（土）～９月１日（土）の期間、東京ドームホテル７Ｆ屋外｢ガーデン  
プール｣の利用券と宿泊がセットになった夏季限定『ガーデンプールプラン ２０１８』を販売します。 
 
  ◎期 間：２０１８年７月７日（土）～９月１日（土） 

※除外日 ７／８(日)～１３(金)   

  ◎料  金：１泊１名様 
           ダブルルーム   ７,８００円～ 
             ツインルーム   ８,３００円～ 
           トリプルルーム  ６,８００円～    

※室料・ガーデンプール利用券・サービス料・諸税込 

※朝食付きプランあり 
※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                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

◆スーパーダイニング「リラッサ」 開業１８周年記念『アニバーサリーＷ
ダブル

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７月２４日（火）までの期間、開業１８周 

年を記念した『アニバーサリーＷ
ダブル

フェア』を開催します。 

統括シェフ野上秀利と中華シェフ稲飯龍典の“２人”がそれぞれ注目した２か国の料理を中心とした、５０種 
類を超える特別メニューの数々をブッフェスタイルでご用意します。 

 
◎期 間：開催中～２０１８年７月２４日（火） 
◎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）１,６２０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 ≫ 豚の角煮バーガー など 
           ≪ディナー限定≫ 総料理長 鎌田昭男監修 フォワグラ丼、蟹の鉄板蒸し、シンガポール 
                           チキンライス、北海道産黒毛和牛とポテトのグランメール など 
                           ※「ファワグラ丼」は、ブッフェ料金にプラス１８円でお一人様一皿限定 

                                  （大人・シニア料金対象） 

東京ドームホテル 

総料理長 鎌田昭男監修 フォワグラ丼 （イメージ） 

【ガーデンプール概要】 
    営業期間：２０１８年７月７日（土）～９月２日（日） 
           ※除外日 ７／９(月)～１３(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１３日(月)～１７日(金) １０：００～２０：３０ ※最終入場１９：３０ 

     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１３日（月）～１７日（金） 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 

※未就学児無料、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 
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◆『オフト後楽園 ラウンジセブン』７月２日（月）オープン                                                  

２０１８年７月２日（月）、東京ドームシティの黄色いビル７Ｆに、ゆったりした空間で地方競馬を楽しめる全席

指定の滞在型ラウンジ『オフト後楽園 ラウンジセブン』がオープンします。フロア内にはシーンに合わせて 

選べる４つのシートをご用意し、気軽にお越しいただき優雅に競馬をお楽しみいただけます。 

 

◎オープン日：２０１８年７月２日（月） 

◎営業時間：昼間開催  ９：５０～１７：０５ 

夜間開催 １１：５０～２１：０５ 

※営業時間は開催場・レース数によって上記と異なる場合あり 

※指定席券販売はオフト後楽園の営業開始から、昼間・薄暮 

開催は最終レース発走まで、夜間開催は１９：５０まで 

※南関東４競馬場開催日に限る 

◎場 所：東京ドームシティ 黄色いビル７Ｆ 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokyo-dome.co.jp/wins_offt/offt/lounge-seven/ 

◎席 種： 

スタンダードシート 

リーズナブルな価格で１日競馬をお楽しみいただけるシート。 

囲われた空間でゆっくりとお過ごしいただけます。 

●料金：５００円 ●席数：１３４席 

 

カウンターシート 

スポーツバーをイメージしたカジュアルな空間で気軽に競馬をお楽しみ 

いただけるシート。モニターで競馬中継を楽しみながらお手元のタブレット 

でオッズなどの競馬情報をご確認いただけます。 

●料金：１,０００円 ●席数：９２席 

 

ボックスシート 

ご友人やグループでお楽しみいただけるシート。１ブース最大４名様まで 

ご利用いただけます。ブース内にはプライベートモニターとタブレットが設 

置されています。 

●料金：３,０００円（１ブース） ●席数：１２ブース（４８席） 

 

ファーストクラス 

ラウンジセブンの中で最もグレードの高いシート。モニター付き半個室の 

プライベート空間に快適なリクライニングシート。優雅に競馬をお楽しみい

ただけます。お手元のタブレットで競馬情報の確認と飲食のオーダーが 

可能です。 

●料金：３,０００円 ●席数：３５席 

※フリードリンク（ソフトドリンク）付き 

 

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 

ファーストクラス（イメージ） 

カウンターシート（イメージ） 

スタンダードシート（イメージ） 

ボックスシート（イメージ） 
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◆『ボルダリング！スパ ラクーア入館チケット付きプラン』                                      
黄色いビル３Ｆ スポドリ！では、スパ ラクーアとコラボした｢スパ ラクーア入館チケット付きプラン｣を開催中

です｡ボルダリング利用料とスパ ラクーア入館チケットがセットになったお得なプランです｡ 

  ボルダリングが初めての方でもスタッフが丁寧に指導します。ボルダリングで健康的に汗をかいた後は、天

然温泉スパ ラクーアでのんびりリフレッシュしていただけます。 

  

◎期 間：開催中 

◎場 所：スポドリ！ボルダリング                            

◎対象施設：スポドリ！、スパ ラクーア  

  ◎料 金：初めてご利用の方 

３,６００円（通常 ５,３５０円） 

ボルダリング初回登録料+ボルダリング１日利用料+レンタル 

シューズ代+スパ ラクーア入館料込み 

※スポドリ！ボルダリングを初めてご利用になる場合、初回登録料が必要 

     ２回目以降ご利用の方 

３,１００円（通常 ４,８５０円） 

ボルダリング１日利用料+レンタルシューズ代+スパ ラクーア 

入館料込み 

  ◎内 容：ボルダリング利用料とスパ ラクーア入館チケットがセットに 

             なったお得なプラン 

             ※１８歳以上の方､限定プラン（高校生は利用不可） 
                  

                
 
 

◆『バブルボールで遊ぼう ｉｎ ローラースケートアリーナ』                         

黄色いビル４Ｆ 東京ドーム ローラースケートアリーナでは、２０１８年７月２１日（土）～８月３１日（金）の夏休

み期間に合わせて、お子様から大人までみんなが楽しめる“バブルボール体験”を実施します。ローラースケー

トは転んだら痛いのでは、と思っている方も大きなバブルがクッションになるので、思い切り転んで楽しめます。

また、ローラースケートシューズを履かなくても参加できます。 

   

  ◎期 間：２０１８年７月２１日（土）～８月３１日（金）の平日 ※８／１３（月）～１７（金）は除く 

  ◎時 間：①１２：１０ ②１２：３０ ③１４：１０ ④１４：３０ ⑤１８：１０ ⑥１８：３０ ⑦１９：３０ 

             ※１９：３０の回は金曜日のみ 

  ◎場 所：東京ドーム ローラースケートアリーナ ミニリンク内 

  ◎料 金：１回 ５００円（１０分間） 

             ※ローラースケート滑走料､貸し靴料金は別途必要 

  ◎利用人数：１回の定員は最大６名まで 

    

      

   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 



  

 

 
         
   

■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６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 


