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◆『東京ドームシティ ウィンターイルミネーション ～江戸の粋・日本の華～』                 
２０１８年１１月７日（水）～２０１９年２月１７日（日）までの期間、東京ドームシティ全域で、『東京ドームシティ 

ウィンターイルミネーション ～江戸の粋・日本の華～』と題して、冬のイルミネーションを開催します。 
今回は、“和風”（Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｓｔｙｌｅ）をテーマに、日本の暮らしや伝統工芸のモチーフを取り入れたイルミネー 

ションを展開します。 

江戸時代から続く伝統工芸「江戸切子」の輝きやデザインを光で表現し、人

の動きに連動して万華鏡のように変化する演出が楽しめるイルミネーションや、

高さ約６ｍの鶴と風船で彩られた光り輝く「折紙」のツリーが登場します。また、

全長１００ｍの「花火」をモチーフにしたイルミネーションでは、お客様自身が 

点火スイッチを押して花火が打ち上がる仕掛けを体験いただけます。そのほか、

厳選された本物の「江戸切子」や、「岐阜和傘」のライトアップ展示を行い美しい

細工を鑑賞できるなど、日本の粋な伝統文化と現代の光に彩られたイルミネー 

ションを堪能いただけます。 
 
◎期 間：２０１８年１１月７日（水）～２０１９年２月１７日（日） 

◎場 所：東京ドームシティ全域 

◎点灯時間：１６：００～２４：００ ※都合により変更になる場合あり 

◎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 力：阿南光のまちづくり協議会、江戸切子協同組合、ＣＨＩＫＡＫＥＮ 

◎制作協力：株式会社イマム、株式会社シナジーテック、株式会社日比谷花壇、株式会社ムラヤマ 

◎主な見所： 

★ラクーアエリア 

 東京都の伝統工芸江戸切子の輝きと伝統的デザインを、光りの演出で表現した「江戸切子の華」が登場し

ます。インタラクティブプロジェクターから映し出される江戸切子のデザインが、人の動きに合わせて万華鏡の

ように変化します。さらに、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「手毬ドー

ム」のほか、全長約１４０ｍの光の回廊「万華鏡の道」、水面に揺らめくボール型イルミネーション「彩りのうき

玉」、りんごのオーナメントが飾られた「実りの樹」など、見所満載のエリアです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ミーツポートエリア 

日本の和傘産地として有名な、岐阜県の「和傘」をライトアップ 

した「和傘の玉手箱」を展示します。繊細な糸かがりの美しい細工 

を間近にご鑑賞いただけます。 

 

江戸切子の華（イメージ） 

 

 
作品名「花器 万華鏡」   
大場和十志 作 

●江戸切子職人による、厳選された 

本物の江戸切子作品を展示します。 

イルミネーション＆クリスマス情報 

手毬ドーム（イメージ） 万華鏡の道（イメージ） 

彩りのうき玉（イメージ） 実りの樹（イメージ） 

和傘の玉手箱（イメージ） 
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★クリスタルアベニュー 

クリスタルアベニュー１Ｆに、全長１００ｍにわたって夏の風物詩「花火」をモチーフにしたイルミネーション 

「大輪の花池」を展開。大きな花火や、可愛らしい花球のオブジェが彩りを添えます。点火スイッチで花火 

が打ち上がる演出も見どころです。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部分には、竹に 

美しい細工を施した全長１００ｍの「竹あかり」の回廊を設置します。 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

★アトラクションズエリア 

バイキングゾーンに、「想い出の折紙広場」が登場します。鶴と風船で彩られた高さ約６ｍの光り輝く 

「想い出の折紙ツリー」や、ツリーの周囲にはインタラクティブプロジェクターで折紙の世界を演出します。 

また、イルミネーションの光がきらきらと反射する「風車の小径」もお楽しみいただけます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

●東京ドームシティ ウィンターイルミネーション 点灯式                          
【日 時】２０１８年１１月７日（水） 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】女優 飯豊まりえ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。 

 
 

◆イルミネーションコラボメニュー                                          
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合わせて和をイメージしたス

イーツやドリンクを販売します。 
 
 ◎期 間：２０１８年１１月７日（水）～２０１９年２月１７日（日） 

◎対象店舗：ＣｕＢＡＲ ＬＯＵＮＧＥ／ＨＯＴ ＤＯＧ ＳＴＡＮＤ／ｎａｎａ'ｓ ｇｒｅｅｎ ｔｅａ／ 

マザー牧場 ＣＡＦÉ&ＳＯＦＴＣＲＥＡＭ／海鮮三崎港／Ｈａｔｔｅｎｄｏ ｃａｆｅ／ 

和食 「春風萬里」／タリーズコーヒー（クリスマス期間限定） 計８店舗 

※価格、販売時間は店舗により異なる 
           

◆東京ドームシティ ウィンターイルミネーション アプリ限定 スタンプラリー                                         
期間中、東京ドームシティのイルミネーション５箇所を巡ってＱＲコードを読み取り、スタンプを５つ集めると豪

華賞品が当たる抽選に応募ができます。  
◎期 間：第一弾 ２０１８年１１月８日（木）～２０１９年１月７日（月） 

第二弾 ２０１９年１月８日（火）～２月１７日（日） 

◎賞 品 例：・「ドリーム賞」<第一弾限定>／東京ドームホテルペア宿泊券 東京ドームシティ グルメチケット３万円付 

・「ドリーム賞」<第二弾限定>／熱海後楽園ホテル ＡＱＵＡ ＳＱＵＡＲＥ ペア宿泊券(１泊２食付) ＡＴＡＭＩ  

ＢＡＹ ＲＥＳＯＲＴ ＫＯＲＡＫＵＥＮで利用できる商品券１万円付 

・「癒し賞」<第一・二弾共通>／平日限定 トリートメント&ビューティー付 スパ ラクーア入館券  など。 

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 

大輪の花池（イメージ） 竹あかり（イメージ） 

想い出の折紙広場（イメージ） 風車の小径（イメージ） 

ｎａｎａ'ｓ ｇｒｅｅｎ ｔｅａ 
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◆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２０１８』                              

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 

２０１８』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：２０１８年１１月７日（水）～１２月２５日（火） 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://at-raku.com/event/happyxmas2018/ 

◎内 容： 

★イルミライド３ 

●期 間：２０１８年１１月７日（水）～２０１９年２月１７日（日） １７：００より発売  

●内 容：お好きなアトラクション３つにご利用いただけます（当日のみ有効） 

●料 金：大人・小人共通 １,６００円 

※１２／２２（土）～２５（火）は１,８００円 

 

★ビッグ・オー スキップパス 

●対象日時：２０１８年１２月２２日（土）～２５日（火） １７：００～２２：００（３０分単位で販売） 

※１２／２２（土）は２１：００まで 

●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】２０１８年１２月１日（土）～２１日（金）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５階フロアにて１２：００から当日券を販売 

 

★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 
※１１／７（水）は１８：３０以降の３回のみ実施 
※１２／１５（土）～２５（火）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 
 

◆黄色いビル『しあわせの黄色いツリー』                                                       

黄色いビルでは、東京ドームシティのイルミネーションにあわせて２Ｆエレベーターホール 

に「しあわせの黄色いツリー」を展示します。 

◎期 間：２０１８年１１月７日（水）～１２月２５日（火） 

◎場 所：黄色いビル２Ｆエレベーターホール 

 

 

 

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 

ウォーターシンフォニー 

（イメージ） 
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◆屋内型キッズ施設｢ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ）｣『クリスマス２０１８』                                      

屋内型キッズ施設「ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ）」では、２０１８年１２月３日（月）～２５日（火）の期間、親子で 

一緒に楽しめるクリスマスイベントを開催します。 

また、１１月７日（水）～１２月２５日（火）の期間、館内全体をクリスマス装飾します。 

 

★サンタさんにお手紙をかこう！ 

◎期 間：２０１８年１２月３日（月）～１２月２５日（火） 各日１１：００～１７：００ 

※１２／１０（月)～１１（火）･１２／１７（月）は休止 

◎場 所：フレキシブルエリア 

◎内 容：手紙にサンタへのメッセージや願い事を書きポストに投函。 

投函された手紙は、フレキシブルエリア内に展示します。 

 

★親子体操～クリスマスバージョン～ 

◎期 間：２０１８年１２月２２日（土）～２４日（月・休） 各日１５：３０～ 

◎場 所：アドベンチャーオーシャン 

◎内 容：サンタとトナカイが登場し、一緒にダンスを行います。 

           参加いただいたお子様には、サンタからプレゼントを渡します。 

                        

 

 

 

◆ラクーア ショップ＆レストラン『ＬａＱｕａ Ｘ’ｍａｓ』                                 

ラクーアでは、２０１８年１１月７日（水）～１２月２５日（火）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、１１月１５日（木）～１２月２５日（火）の期間、オリジナルクリスマスカードを完成させる 

キャンペーンを実施し、クリスマスカードの中に入ったような写真が撮れるクリスマスフォトスポットを設置します。 

さらに、サンタクロースがラクーア館内やガーデンに登場し、クリスマスを

盛り上げます。 

 

★ＬａＱｕａ クリスマスカードラリー 

１日先着２００名様限定で、ラクーア館内に散らばったオーナメントの 

シールを集め、オリジナルクリスマスカードを完成させるキャンペーンに 

ご参加いただけます。 

さらに、ラクーア ショップ＆レストランで３,０００円（税込）以上お買い上げいただくと、豪華プレゼントが当たる抽 

選にもご応募いただけます。 

◎期 間：２０１８年１１月１５日（木）～１２月２５日（火） 

◎クリスマスカード配布場所：ラクーア２Ｆ 後楽園駅側エスカレーター横 

 

★ラクーアに「浴衣のサンタ」がやってくる！  

東京ドームシティ ウィンターイルミネーションのテーマである「和」に合わせ、ラクーア内に浴衣のサンタク 

ロースが登場し、記念撮影をお楽しみいただけます。さらに、各回先着２０名様にサンタさんからキャンディーをプ 

レゼントします。 

◎日 程：２０１８年１２月１５日（土）、１６日（日）、２２日（土）、２３日（日・祝）、２４日（月・休） 

◎時 間：①１５：００～（ラクーア３Ｆ）／②１６：００～（ラクーア４Ｆ）／ 

③１７：００～、④１８：００～（ラクーアガーデン） 

※各回約３０分 

 

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 

昨年の様子 
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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、２０１８年１１月７日（水）～１２月２５日（火）の期間、１Ｆ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､各レストランでクリスマス限定メニューをご用意します。 

 

★サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」 “Menu
ム ニ ュ

 di
ディ

 Natale
ナ タ ー レ

 ２０１８” 

最上階からのきらめく夜景とクリスマスソングの生演奏とともに、シェフ渾身の華やかなイタリア料理を 

ご用意。聖夜にふさわしい特別な時間をお過ごしいただけます。 

 

◎期 間：２０１８年１２月２１日（金）～２５日（火） 

           ※１２／２１（金）・２５（火） 

                  １８：００～２３：００（ラストオーダー２１：００） 

                 ※１２／２２（土）～２４（月・休）【２時間制／２部制】 

            １７：００・１７：３０～／２０：００・２０：３０～ 

   ◎場 所：東京ドームホテル４３Ｆ 

               サウンドステージ＆ダイニング｢アーティスト カフェ｣ 

◎料 金：お一人様１５,１２０円 ※サービス料別 

        ※乾杯用グラスシャンパーニュ付き 

◎予 約：ＴＥＬ．０３－５８０５－２２４３ 【要予約】 

 

★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クリスマス限 

  定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。 

 

◎期 間：２０１８年１２月２１日（金）～２５日（火） 

           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 ２０１８ 

  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ように願いを込めたクリスマスケーキの予約販売を開始します｡ 

昨年、大好評だったジュエリーボックス型ケーキにブラン（白）が初登場し、『ジュエリーボックス･ルージュ

（赤）』とともに限定各３０台を販売します｡また、恒例の『クリスマスドーム』限定１００台など､全部で６種類の 

クリスマスケーキを販売します｡ 

 

    ◎予約期間：２０１８年１１月１日（木）～１２月１９日（水） 

               ※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 

               東京ドームホテル３Ｆ スーパーダイニング｢リラッサ｣ 

               ＴＥＬ．０３－５８０５－２２７７  

    ◎引き渡 し：２０１８年１２月２０日（木）～２５日（火） 

               ※引き渡し時間 １１：００～２０：００ 

 
ジュエリーボックス・ルージュ（赤）／ブラン(白) 

（イメージ） 

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 

 

クリスマススーパーディナーブッフェ（イメージ） 

Ｍｅｎｕ ｄｉ Ｎａｔａｌｅ ２０１８（イメージ） 
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◆『ウルトラヒーローズＥＸＰＯ ２０１９ 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、２０１８年１２月２９日（土）～２０１９年１月６日（日）の期間、『ウルトラヒーローズ 

ＥＸＰＯ ２０１９ 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。 

毎日５公演が行われる大迫力の「ウルトラマンバトルステージ」を楽しめる

「闘(とう)エリア」は、ステージ公演時間別の入場となります。テレビ東京系に

て毎週土曜日朝９時～放送中のＴＶシリーズ『ウルトラマンＲ／Ｂ（ルーブ）』内

でウルトラマンロッソに変身する湊 カツミ（演：平田雄也）、ウルトラマンブル

に変身する湊 イサミ（演：小池亮介）が全ステージに出演します。ほかにも、

作品の世界観を存分に体感できるコーナーが登場します。また、当日チケッ

トで何度でも入場ができる「遊(ゆう)エリア」では、写真撮影コーナーや、限定 

グッズもある物販コーナーなどを用意します。 

                                  

◎期 間：２０１８年１２月２９日（土）～２０１９年１月６日（日） 

◎時 間：「闘エリア」 ステージ公演時間別の入場 

「遊エリア」 ９：００～１７：３０（最終入場１７：００） 

◎場 所：東京ドームシティ プリズムホール  

◎料 金：＜指定席付券＞ 

前売 おとな ２,６００円、こども １,９００円／当日 おとな ２,８００円、こども ２,１００円   

＜セブンチケット限定 親子ペア券（ＥＸＰＯオリジナルルーブクリスタル付）＞ 

前売 ４,８００円／当日 ５,２００円 

＜自由席付券（当日会場窓口販売のみ）＞※希望の時間帯に入場できない場合、立見となる場合あり 

自由席付券 おとな ２,３００円、こども １,６００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、指定席をご利用の場合は指定席券が必要 

※「闘エリア」は、チケット１枚につき１回のみ観覧可能 

※各券種とも、上限に達し次第販売終了 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://m-78.jp/prism/2019/ 

◎T w i t t e r：http://twitter.com/m78expo 

◎主な内容： 

闘エリア※チケット１枚につき１回のみ観覧可能 

★怪獣襲来ゾーン 

バトルステージへと誘う、作品の世界観が体感できるコーナーです。 

 

★ウルトラマンバトルステージ 

ウルトラマンロッソ、ウルトラマンブルをはじめ、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。湊 カツミ（演：平田雄也）、湊 イサミ（演：小池亮介）が全ステージに登場します。 

●座 席 数：約９３０席予定（内、指定席約８００席予定） 

●開催時間：①１０：００～ ②１１：３０～ ③１３：００～ ④１４：４５～ ⑤１６：１５～ 

※公演１時間前より闘エリアへ入場可能 

※バトルステージ内での撮影不可 

遊エリア※当日チケットで何度でも入場可能 

★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。 

 
★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。 

（各グッズの数には限りがございます。） 

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 

 

昨年の様子  ©円谷プロ 
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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４弾 
『見せろ！２つの団結の力！ルパントリコロール・パトレンＵ号！！』   

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）のヒーローショー第４弾を、２０１９年１月６日（日）まで｢シアターＧロッソ｣にて開催中です。ルパントリコ 

ロール、パトレンＵ号も登場し、シアターＧロッソで大迫力の戦いを繰り広げます。 

また、１１月以降の特定日には素顔の戦士出演特別公演を開催します。 

 

◎期 間：開催中～２０１９年１月６日（日）の土日祝 

※１２／２２（土）～１／６（日）の期間は毎日公演 

◎特別公演：１１月１０日（土）、１１日（日）、２４日（土）、２５日（日）、 

 １２月１５日（土）、１６日（日）、２２日（土）、２３日（日・祝） 

 計８日 ４８公演 

◎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 ２,７００円（中学生以上） 

２,０００円（３歳～小学生） 

 ※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：https://at-raku.com/hero/ 

 

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 

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

屋内型キッズ施設「ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ）」では、２０１９年１月１日（火･祝）～３日（木）の期間、親子で 

一緒に楽しめるお正月イベントを開催します。 

また、１月１日(火･祝)～１１日(金)の期間、アソボ～ノ！入口・フロント・フレキシブルエリア周辺をお正月装飾し 

ます。 

  

★絵馬に願いを 

◎期 間：２０１９年１月１日（火・祝）～３日（木） 

◎場 所：カラフルタウンマーケット前 

◎内 容：アソボ～ノ！神社を設置し､絵馬に願い事を書いて飾ります。       

       

★初遊び 

◎期 間：２０１９年１月１日（火･祝）～３日（木） 

各日１１：００～１５：００ 

◎場 所：フレキシブルエリア 

◎内 容：双六・福笑いなどを用意し､スタッフと楽しく遊べます｡ 

初遊びに参加されたお子様ヘ玩具をプレゼントします｡   

        

★親子体操～正月バージョン～ 

◎期 間：２０１９年１月１日（火･祝）～３日（木） 各日１５：３０～ 

◎場 所：アドベンチャーオーシャン 

◎内 容：お正月にちなんだ曲に合わせ､折り紙で作成した凧で体操を行います｡ 

体操で使用した凧はお持ち帰りできます｡ 

 

 

©2018 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

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 

（イメージ） 
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◆『篠原ともえ ＳＴａＲ☆ＰａＲＴＹ 星と宇宙のデザイン展 ＴｅＮＱ』                     
宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー）では、２０１８年１１月８日（木）～２０１９年３月３日（日）の期間、天文宇宙

検定３級の資格を持ち“宙
そ ら

ガール”として活躍する篠原ともえさん初の宇宙をテーマにした特別展『篠原ともえ 
ＳＴａＲ☆ＰａＲＴＹ 星と宇宙のデザイン展 ＴｅＮＱ』を、館内の企画展示室にて開催します。会場には、本展のため
にデザイン・制作したオリジナルドレス（ワンピース）をはじめ、原画や星空写真などこれまでの作品約５０点を展示し 
ます。さらに、フェイクスイーツを使ったテーブルセッティングやフォトスポット、 
企画展にちなんだオリジナルグッズの販売も行います。 
 

◎期 間：２０１８年１１月８日（木）～２０１９年３月３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） 
※１２／４（火）・５（水）は整備休館 
※１２／１３（木）はイベント開催のため～１６：３０（最終入館１４：３０） 
※特定日は１２／２８（金）～１／３（木） 
※１２／３１（月）～１／３（木）は～２０：００（最終入館１９：００） 

◎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 
※事前購入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） 
◎協   力：株式会社ビクセン、石森スタジオ 
◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/ 
◎主な内容： 

★ＤＲｅＳＳ☆ＰａＲＴＹ 
篠原さんが本展のためにデザイン・制作したドレス（ワンピース）を 
はじめ、星や宇宙にまつわる作品やオリジナルのテキスタイルを 
使用した作品などを展示します。レースやガーゼなどこだわりの 
生地にも注目ください。 

★ＳＴａＲ☆ＰａＲＴＹ 
このコーナーのテーマは「宇宙とスイーツ」。篠原さんがコーディネートする星と宇宙をテーマにしたテーブル 

セッティングをお楽しみいただけます。プロップスを持って記念撮影ができるフォトスポットも登場します。 
テーブルコーディネート／篠原ともえ、フェイクスイーツ制作／氣仙えりか、コーディネート協力／石森スタジオ 

★ＤｅＳＩＧＮ☆ＰａＲＴＹ 
子どもの頃から現在まで、宇宙に魅せられた篠原さんと宇宙の深くて長いつながりをご紹介します。 

オリジナルデザインの原画やこれまで撮影した星空の写真の数々、撮影キットもご覧いただけます。 
★ドレスデザインコンテスト 

星や宇宙をテーマに、オリジナルドレスデザインやアクセサリーデザインを募集します。期間中、専用用 
紙にデザインした作品は、展示室内に飾っていただけます。また、指定のハッシュタグ「＃ＴｅＮＱ」と「＃篠原 
ともえｓｔａｒｐａｒｔｙ」の２つをつけてＩｎｓｔａｇｒａｍ、またはＴｗｉｔｔｅｒに投稿いただき、応募があった作品の中から 
入選された方には素敵なプレゼントを差し上げます。 
★オリジナルグッズの販売 

   ＴｅＮＱ宇宙ストアで、企画展にちなみオリジナル商品の販売を行います。 
   商品例：手ぬぐい（企画展限定カラー）、土星アクセサリー リング&イヤリング、ヘアゴム、クリアファイル など。 
 
 
 
 
 
 

 

宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー） 

展示作品（イメージ） 

＜東京ドームイベントとのセット券の販売＞ 

東京ドームで開催される『第１８回東京国際キルトフェスティバル －布と針と糸の祭典－』、『テーブルウェア・ 
フェスティバル２０１９ ～暮らしを彩る器展～』それぞれの入場券と、企画展期間中のＴｅＮＱ入館券とのお得な 
セット券を販売します。詳細は決まり次第、各公式サイトでお知らせします。  

※ＵＲＬ：第１８回東京国際キルトフェスティバル https://www.tokyo-dome.co.jp/quilt/ 
テーブルウェア・フェスティバル２０１９ https://www.tokyo-dome.co.jp/tableware/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

https://www.tokyo-dome.co.jp/quilt/
https://www.tokyo-dome.co.jp/tableware/
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◆『バッドアート美術館展』                                                    

Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏでは、２０１８年１１月２２日（木）～２０１９年１月１４日（月・祝）の期間、『バッドアート美術館展』を

開催します。本展では、アメリカのボストンにある美術館「バッドアート美術館」に収蔵される作品の中から 

１１０点を日本初公開します。また、スペシャルサポーターに現代美術の 

フィールドでも活躍する漫画家の“しりあがり寿さん”をお迎えし、しりあがり寿

さんならではの視点で、バッドアートコレクションを独自のユーモアを交 

えて紹介します。 
 

◎期 間：２０１８年１１月２２日（木）～２０１９年１月１４日（月・祝） 

※開催期間中無休 

◎時 間：１０:００～１８:００ ※１７：３０最終入館 

◎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 

前売 大人（高校生以上）１,１００円 

当日・前売一律 小人（小・中学生）２００円 

※前売は各プレイガイドにて発売中、未就学児無料 

◎企画協力：Ｍｕｓｅｕｍ Ｏｆ Ｂａｄ Ａｒｔ 

◎スペシャルサポーター：しりあがり寿 

◎広告デザイン：あきやまみみこ 

◎企画コーディネーション：神田圭美 

◎制作協力：Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｃｉｔｙ、キュリオシティジャパン 

◎後 援：読売新聞社 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/event/MOBA2018.html 

◎主な内容： 

米国・ボストンに所在するバッドアート美術館（ＭＯＢＡ）は、他の美術館やギャラリーでは決して日の目を

見ることのない「酷すぎて目をそらせない」アートを称え、収集・保存・展示する美術館です。 

ＭＯＢＡのコレクションに含まれるのは、創作過程のどこかで道を踏み外してしまった作品ばかりです。コレク

ションの選考基準は極めて単純。誰かが真剣に描いた作品であること、そしてその結果生まれた作品が面

白く、何か人を惹きつける力を持っていること。決定的な技術不足、キテレツな題材、度が過ぎた表現など、

酷さの原因は問いません。このような捨てられがち、だけど捨てがたい作品を保護するため、ＭＯＢＡは 

バッドアートを収集し、国内外で紹介しています。 

本展ではＭＯＢＡに収蔵される８００点を超える作品の中から１１０点を日本初公開します。また、スペシャ

ルサポーターに現代美術分野でも活躍する漫画家のしりあがり寿さんをお迎えし、独自の視点でユーモアを 

交えて紹介します。 

   ＜展示作品例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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（ギャラリー アーモ） 

しりあがり寿さん 

ケンタウロスとバイカー ジョージとトイレの日曜日 沼ピクニック ハエに向けられた眼差し 

https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/event/MOBA2018.html


11 

 

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

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーアでは、２０１８年１１月１日（木）～２０１９年１月３１日（木）の期間、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』を実施します。京の味を堪能できるこだわりのメニューが揃ったコースや、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：２０１８年１１月１日（木）～２０１９年１月３１日（木） 

◎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」 ※４～４０名様･２時間制 

    選び抜かれた食材と技で京の味を堪能 

●「よ志のやコース」 ６,８００円 ［全８品］ 

香味サラダや京風ばらちらしなど、「よ志のや」のこだわりの品が揃った贅沢なコース。本格的な 

京料理を気軽に楽しめます。 

胡麻豆富／香味野菜サラダ／本日の割鮮五種盛り合わせ／鮮魚の柚庵焼き／蟹クリームコロッケ／ 

湯葉茶碗蒸し／京風ばらちらし／季節のデザート 

●「犬鳴きポークしゃぶしゃぶコース」 ５,９００円 ［全６品］ 

犬鳴豚は、良質で脂身の臭みもなく、甘く深い味わいが特徴です。カロリーや脂分を抑えた女性へ 

おすすめのヘルシーなコースです。 

胡麻豆富／本日の割鮮四種盛り合わせ／犬鳴きポークしゃぶしゃぶ／野菜盛り合わせ／玄うどん／ 

季節のデザート 

ほか全５コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★「ニャーヴェトナム」 ※２～１２名様･２時間制 

    異国ムード漂う店内で本格的なベトナム料理を 

●「サイゴンコース」 ５,８００円 ［全９品］ 

生春巻き、選べる鍋（海鮮・トムヤム）、〆のフォーなど、ベトナム名物をふんだんに取り揃えたコースです。 

小海老と豚の生春巻き／鶏肉のミントのサラダ／サーモンのカルパッチョ／ハノイの揚げ春巻き／ 

海老トースト／選べる鍋（海鮮鍋またはトムヤム鍋）／〆のフォー／ベトナムのデザート“チェー” 

ほか全３コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア 

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 

 

よ志のやコース（イメージ） 犬鳴きポークしゃぶしゃぶコース（イメージ） 

サイゴンコース（イメージ） 
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◆『ふるさと祭り東京２０１９－日本のまつり・故郷の味－』                                

東京ドームでは、『ふるさと祭り東京２０１９－日本のまつり・故郷の味－』を、２０１９年１月１１日（金）～ 

２０日（日）の１０日間開催します。これまで延べ３４０万人以上を動員した『ふるさと祭り東京』。１１回目の開催と 

なる今回も、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、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、色鮮やかな山車が 

自由自在にその姿を変えながら練り歩く『八戸三社大祭』など、各地に伝わるお祭りがステージを彩ります。 

人気コーナー「全国ご当地どんぶり選手権」では、１０回目の開催を記念 

して、過去の選手権で２度のグランプリ受賞を果たした３つの「殿堂入りどん 

ぶり（殿丼)」も選手権に参戦。前年上位のシード５どんぶり、予選会突破 

１０どんぶりと合わせて計１８のどんぶりが出場し、過去最大規模で開催し 

ます。 

そのほかにも、ご当地の魅力を伝える企画を多数ご用意します。 

 

◎期 間：２０１９年１月１１日（金）～２０日（日） 

◎時 間：１０：００～２１：００ 

※１／２０（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：https://www.tokyo-dome.co.jp/furusato/ 

◎主な内容： 

★第１０回全国ご当地どんぶり選手権 

１０回目の開催を記念して、過去の選手権で２度のグランプリ受賞を果たした３つ

の「殿堂入りどんぶり（殿丼)」も選手権に参戦し、過去最大規模で開催します。前回

上位の５つのシードどんぶり、予選会を勝ち抜いた１０どんぶりと合わせ、計１８どん

ぶりが、お客様による食べ比べ（１杯５００円）および投票により「Ｎｏ.１ご当地どんぶ

り」の座を競い合います。 

 

★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）、

色鮮やかな山車が自由自在にその姿を変えながら練り歩く『八戸三社大祭』（青森県）、４６個の提灯がつい

た重さ５０ｋｇの竿燈を自在に操る妙技の力強さが圧巻の『秋田竿燈まつり』（秋田県）など東北地方を代表

するお祭りから、初登場となる『桐生八木節まつり』（群馬県）や本イベントで屈指の人気を誇る『高知よさこ

い祭り』（高知県）、『沖縄全島エイサーまつり』（沖縄県）など、全国各地から１５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：『盛岡さんさ踊り』、『仙台すずめ踊り』、『牛深ハイヤ祭り』など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志布志発 
かごしま黒豚三昧 

志布志いい肉食べさせ隊 

（鹿児島県） 

東京ドームイベント情報 

全国ご当地どんぶり選手権 

前回グランプリ 

 

青森ねぶた祭 

 

八戸三社大祭 

 

桐生八木節まつり 
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★にぎわい市（ご当地グルメ） 

３００を超える全国の美味いが集まる「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ご当地キャラ大集合 

『ふるさと祭り東京』の開催期間中、合計７０以上のご当地キャラクターが、毎日日替わりで会場内に登場

し、毎日１５時からは「お祭りひろば」で「ご当地キャラ毎日大集合」を開催するほか、１月１６日（水）は、「ス

ペシャルナイトイベント」に合わせ、ふなっしー(Vo)、アックマ(Gt)、カパル(Ba)、にゃんごすたー(Dr)のご当地 

キャラで結成されたキャラクター・メタルバンド「ＣＨＡＲＡＭＥＬ」によるバンドショーを 

実施します。 

 

 
 
 
 

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 

 
◆『第１８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、２０１９年１月２４日（木）～３０日（水）の 

７日間、東京ドームで開催されます。 

今回の特別企画、１つ目は、「印象派に恋して～キルトとアートの素敵な出

会い～」です。１９世紀後半、印象派はまばゆいばかりの光と色彩で多くの 

人々の心をとらえてきました。日本を代表するキルト作家の鷲沢玲子さん、 

キャシー中島さん、上田葉子さん、阪本あかねさんの４名が「印象派の世界」

をキルトで演出します。 

２つ目は、「南フランス・プロヴァンスの服飾魔法～アルルの女～」です。「ア

ルルの女」でも知られるプロヴァンス地方。アルルの服飾研究家マガリ・パスカ

ル氏の貴重な民族衣装のアンティーク・コレクションが日本で初めて公開され

ます。その他、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

より応募のあった作品の中から入選・入賞作品約２９０点を展示します。                                                

 

◎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：２０１９年１月２４日（木）～３０日（水） 

◎時 間：９：３０～１８：００（入場は閉場の３０分前まで） ※初日は１１：００開場、最終日は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：https://www.tokyo-dome.co.jp/quilt/ 

 

 

＜ふなっしー コメント＞ 

また今回もＣＨＡＲＡＭＥＬで東京ドーム公演が決定なっしー！ 

日本各地からの選りすぐりの美味しいものを食べて楽しんでなっしーヾ(。゜▽゜)ノ 

ＣＨＡＲＡＭＥＬ 

 

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 

 

 

 

鷲沢玲子 作 

生メロンソフトクリーム 

（北海道） 

 

米沢牛コロッケ 

（山形県） 

 

ブリ丼 

（石川県） 

 

きりたんぽ鍋 

（秋田県） 

 


