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◆『Ｈｉ！ＥＶＥＲＹＶＡＬＬＥＹ』 ３月１５日（金）オープン                                 

黄色いビルエリアに、２０１９年３月１５日（金）、フード＆コミュニティ『Ｈｉ！ＥＶＥＲＹＶＡＬＬＥＹ』（ハイ！エブリ 

バレー）がオープンします。東京ドームシティの南西側玄関口が、話題の施設を手がけ国内外から注目を集め 

る「ＳＯＬＳＯ
ソ ル ソ

 ＦＡＲＭ
フ ァ ー ム

」のプロデュースにより、緑あふれる居心地が良い空間『Ｈｉ！ＥＶＥＲＹＶＡＬＬＥＹ』として 

生まれ変わります。１人でもグループでも多様なシーンで憩い・楽しめる空間として、フードコンテナ４店舗、ケー 

タリングカー２店舗とともにオープンします。 
   

◎名 称：Ｈｉ！ＥＶＥＲＹＶＡＬＬＥＹ（ハイ！エブリバレー） 

◎オープン日：２０１９年３月１５日（金） 

◎名 称 由 来：Ｈｉ！・・・「Ｈｉ！Ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ」で始まる出会いの玄関｡ 

ＥＶＥＲＹ・・・どなたでも、いつでも、様々に。 

ＶＡＬＬＥＹ・・・建物の間に位置する緑あふれる谷。 

◎店 舗：６店舗（順不同）  

             [フードコンテナ ４店 舗 ] ＳＣＨＭＡＴＺ
シ ュ マ ッ ツ

、タイ料理研究所、 

ＢＲＹＡＮＴ
ブ ラ イ ア ン ト

 ＣＯＦＦＥＥ
コ ー ヒ ー

、 

山本のハンバーグ ＭｅａｔＢａｌｌ
ミ ー ト ボ ー ル

 ａｎｄ
ア ン ド

 Ｗｉｎｅ
ワ イ ン

 

 [ケータリングカー ２店舗] ＭｅｅｔＦｒｅｓｈ
ミ ー ト フ レ ッ シ ュ

鮮芋仙
シェンユイシェン

、マリオンクレープ 

◎営 業 時 間：１１：００～２３：００ (ＢＲＹＡＮＴ ＣＯＦＦＥＥ ８：００～２２：００、 

ケータリングカー １１：００～２０：００ ※イベント等により、延長の場合あり） 

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

                                             

 
 
◆『ファーストキャビン 東京ドームシティ』 ３月１５日（金）オープン                                      

黄色いビルエリアに、２０１９年３月１５日（金）、キャビンスタイルホテル『ファーストキャビン  東京ドーム 

シティ』がオープンします。低料金ながら充実したサービスとゆとりある客室空間が好評のファーストキャビンは､全国

で２３施設営業しており、本施設は都内で１１施設目となり、新しいスタイルの宿泊サービスを提供します｡ 
 
  ◎名 称：ファーストキャビン 東京ドームシティ 

◎オープン日：２０１９年３月１５日（金） 

◎キャビン数：１３１キャビン 

ファーストクラスキャビン：１５キャビン 

ビジネスクラスキャビン：８０キャビン 

プレミアムエコノミークラスキャビン：３６キャビン  

◎料 金：料金は季節や曜日により異なりますので、ご予約の際に 

お問い合わせください。 

[開業記念宿泊プラン] ※対象日３／１５（金）～１７（日） 

ファーストクラス 宿泊 ６,５００円 （ショートステイ １,０００円／１ｈ） 

ビジネスクラス  宿泊 ５,５００円 （ショートステイ ９００円／１ｈ） 

プレミアムエコノミークラス 宿泊 ４,５００円 

※スパ ラクーア入館券付き（開業記念宿泊プランのみ） 

◎利 用 時 間：チェックイン １６：００  チェックアウト ９：００ 

 ◎予 約：公式ホームページ、電話にて予約受付中 

ＵＲＬ https://first-cabin.jp 

ＴＥＬ．０３－６２６１－６６９０ ※３／１４（木）まで開業準備室にて予約受付中｡ 受付時間：平日１０：００～１８：００ 
 

 

 

 

お客様からの問い合わせ先：㈱ファーストキャビン 開業準備室  ＴＥＬ．０３－６２６１－６６９０                                       

新施設オープン 

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 



3 

 

◆『東京ドーム グルメストリート』 ３月１７日（日）オープン                                     

東京ドーム内１Ｆコンコースに、２０１９年３月１７日（日）、『東京ドーム グルメストリート』がオープンします｡野球観

戦とともにたくさんのグルメをご堪能ください。『東京ドーム グルメストリート』は、新規オープン１２店舗と既存の１２店

舗（計２４店舗）がずらりと立ち並び、国際色豊かな料理・スイーツなど様々なジャンル、確かなクオリティのグルメを味

わうことができる食の新エリアです。東京ドームへご来場のたびに、新しい味をお楽しみいただけます。 

   

  ◎名 称：東京ドーム グルメストリート 

◎オープン日：２０１９年３月１７日（日） 

※東京ドームでイベント開催時のみ営業 

◎場 所：東京ドーム内 １Ｆコンコース  

◎新 規 店 舗：１２店舗 ※順不同 

串カツ田中、一本列島、ＴＡＣＯ ＢＥＬＬ、韓美膳、クルン・サイアム､ 

             お好み焼き・鉄板焼き８８パチパチ、ｎａｎａ’ｓ ｇｒｅｅｎ ｔｅａ、ルーキーカレー､ 

             塚田農場スタンド、バインミーバインミー､ぼんたぼんた、ＰＯＴＡＳＴＡ  

◎既 存 店 舗：１２店舗 ※順不同 

サーティワンアイスクリーム、ケンタッキーフライドチキン、京都勝牛､ 

ピザーラエクスプレス、鉄板酒場 鐡一、ＲＲａｉｎｂｏｗ、ＮＩＣＫ ＳＴＯＣＫ、札幌蟹工船、 

               マリオンクレープ、ＤＳ１０４（ホットドッグ、スナック）、ＤＳ１０５（ホットドッグ、スナック）、 

               ＤＳ１０６（お弁当処） 

◎公 式 サイト：https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/gourmetstreet/ 

 

 

 
◆パニックコースター『バックダーン』、３Ｄシューティング『ガンガンバトラーズ』  

３月２３日(土)オープン       
東京ドームシティ アトラクションズの｢ジオポリスゾーン｣に、２０１９年３月２３日（土）、新アトラクションがオープンし

ます。新たに導入するアトラクションは、１周目は前向き、２周目は後ろ向きに進む屋内コースター『バックダーン』、 

３Ｄメガネをかけ、迫力ある映像と連動するシートに座り、光線銃で標的を射撃するシューティングアトラクション『ガン 

ガンバトラーズ』の２機種です。 

 

★パニックコースター「バックダーン」 

１周目は前向き、２周目は後ろ向きに進む、お子さまにもお楽しみ 

いただける屋内コースターです。屋内環境を活かした暗闇の中での 

走行や、照明演出、コミカルなバクダンが破裂する映像演出など、 

意外性盛りだくさんのコースターです。 

◎オープン日：２０１９年３月２３日（土） 

◎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・ 

アトラクション１回券での利用可 

◎乗 車 規 定：身長１００ｃｍ以上 ※１２０ｃｍ未満要付添 

 

★３Ｄシューティング「ガンガンバトラーズ」 

３Ｄメガネをかけ、迫力のある映像と連動するシートに座り、光線銃で 

標的を射撃するシューティングアトラクションです。２つのシアターで 

異なるソフトを、周りの参加者と点数を競いながら何度でもお楽しみ 

いただけます。 

◎オープン日：２０１９年３月２３日（土） 

◎料 金：６２０円 

※ワンデーパスポート・ナイト割引パスポート・ライド５・ 

アトラクション１回券での利用可 

◎乗 車 規 定：身長９０ｃｍ以上 ※６歳以下要付添 

 

 

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 

お客様からの問い合わせ先：東京ドームシティ アトラクションズ ＴＥＬ．０３－３８１７－６００１ 

（イメージ） 

（イメージ） 
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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 

 

オリジナルＴシャツ（イメージ） 

 

 
 
 
◆『東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１９』                                     

  東京ドームシティでは、２０１９年３月２３日（土）・２４日（日）／４月１日（月）～４日（木）の６日間、 『東京ドームシティ 

ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１９』を開催します。期間中は、グータッチをすると原監督の肉声メッセージが聞ける「原監督グー

タッチ像」や、監督・選手が登場するスペシャルステージなど、「新生・原ジャイアンツ」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：２０１９年３月２３日（土）・２４日（日）／４月１日（月）～４日（木）  

        ※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： 

  ★原監督グータッチ像＆原辰徳ギャラリー 

 東京ドーム２１ゲート前特設テント内に、原監督の腕から型を取り、グータッチをすると監督の肉声メッセージ 

が流れる「原監督グータッチ像」が４年ぶりに復活。また、懐かしの写真とともに原監督の歴史を振り返るパネ 

ル展示「原辰徳ギャラリー」を実施します。 

●期 間：３月２３日（土）・２４日（日）／４月１日（月）～４日（木） 

★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、原監督や選手が登場し今シーズンの抱負を語ります。 

●日 時 ・原監督スペシャルトーク：３月２３日（土） １５：４５頃 

  ※雨天時は３／２４（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２４日（日） １１：４５頃 

※雨天時は中止の場合あり。また、３／２３（土）のイベントが順延となった場合は内容の変更あり 

★監督・選手の巨大似顔絵パネル展示 

 東京ドーム２２ゲート前広場に、高さ約２ｍ、大迫力の巨大似顔絵パネルが登場。本物そっくりの監督・ 

選手と写真撮影が楽しめます。 

●期 間：４月１日（月）～４日（木） 

★オールＧ戦士スタンプラリー 

  東京ドームシティを回り、自分だけの選手名鑑が作れるスタンプラリー。 

●期 間：３月２３日（土）・２４日（日）／４月１日（月）～４日（木） 

★ＧＩＡＮＴＳ 必勝絵馬 

監督・コーチ・選手がキャンプ地 宮崎県の青島神社で書き入れた絵馬のレプリカを展示します。 

●期 間：３月２３日（土）・２４日（日）／４月１日（月）～４日（木） 

★『東京ドームシティ ＧＩＡＮＴＳ開幕祭 ２０１９』オリジナルグッズ限定販売 

東京ドームシティ内の「ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ」や「Ｇ－ＳＨＯＰ」などで、東京ドームシティ限定のオリジ 

ナルグッズを販売します。 

●発 売 日：３月２３日（土） 

●グ ッ ズ：オリジナルＴシャツ ３,０００円 

オリジナルトートバッグ １,８００円 

オリジナルフェイスタオル ２,０００円 

オリジナルタオルマフラー（オレンジ・ブラック） 各２,０００円 

オリジナルボール １,０８０円 

※なくなり次第、販売終了 

 

 

野球 

https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/baseball/
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◆『東京ドーム内限定おすすめグルメ』                                          

２０１９年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グルメが登場します。 

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。 

 

◎発 売 日：２０１９年３月２日（土） 

◎販売場所：東京ドーム内売店 

★ドームメロンパンサンド（５８０円） 

東京ドーム名物のドームメロンパンサンドが食べやすいサイズに 

     リニューアル！銀座 木村屋總本店とコラボしたこだわりの逸品を 

     是非､ご賞味ください。 

 

★カリーヴルスト（７００円） 

「カレー・オブ・ザ・イヤー２０１９」を受賞した一押しメニュー！ 

     スパイシーなカレーソースがのったソーセージはビールとの相性 

     バツグンです｡ 

 

 

 

 

 

◆東京ドームホテル『巨人戦観戦宿泊プラン ２０１９』                                

東京ドームホテルでは、２０１９年４月２日（火）～９月１６日（月・祝）までの試合を対象とした『巨人戦観戦宿泊プラン 

２０１９』の予約を、インターネットならびに電話で受付中です。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）を指定できるなど、毎年好評のプランです。 

 

◎対象期日：２０１９年東京ドーム 巨人公式戦開催日 

※７／２（火）～９／１６（月・祝）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〕５／８（水）１０：００～ 〔電話予約〕５／１５（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があり 

※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 

ドームメロンパンサンド   

カリーヴルスト 

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 
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◆騎士竜戦隊リュウソウジャーショー シリーズ第１弾 『シアターＧロッソに現る！！』                                              

スーパー戦隊シリーズ４３作目となる新ヒーロー「騎士竜戦隊リュウソウジャー」（テレビ朝日系）のヒーローショー 

第１弾を、２０１９年３月１６日（土）より｢シアターＧロッソ｣にて開催します。 

パワフルな【恐竜】の力と、正しき【騎士】の魂をもつヒーロー「騎士竜戦隊リュウソウジャー」が、古(いにしえ)の 

パワーで宇宙からの敵と対決！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：２０１９年３月１６日（土）～４月２１日（日）の土日祝 

※３／２３（土）～４／７（日）は毎日公演 

◎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：１,６００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サイトより、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：６５００万年前、地球に君臨していた邪悪なドルイドン族、 

その末裔が力を増して再び地球を襲ってきた。 

Ｇロッソのこどもたちが危ない！ 

そこに駆けつけたのが、リュウソウ族の末裔、 

パワフルな【恐竜】の力と、正しき【騎士】の魂をもつヒーロー！ 

正義に仕える５本の剣(つるぎ)！『騎士竜戦隊リュウソウジャー』！ 

こどもたちを、地球の未来を守るため、恐竜の力を身にまとい、ドルイドン族に立ち向かう 

 

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 

≪騎士竜戦隊リュウソウ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、リュウソウレッド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“騎士竜戦隊リュウソウジャーショー”シリーズ第１弾をご観覧いただ

いたうえ、小学生以下対象の「リュウソウジャー おうえんたい」にご入隊いただくと、スタンプ１ポイント目押印時に「ＣＭ募集応

募専用ハガキ」をお渡しします。必要事項をご記入の上、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、ジオポリス 

１Ｆに設置された応募箱に投函するか、６２円切手をお貼りの上、ご郵送ください。 

※応募に関する詳細はヒーローショー公式サイトをご覧ください 

■応募箱設置期間 

３／１６（土）～４／２１（日） 

■郵送締め切り 

４／２６（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。 

 

リュウソウレッドとのＣＭ撮影 
（イメージ） 

©2019 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 
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★ＨＯＴ ＤＯＧ ＳＴＡＮＤ  

騎士竜戦隊リュウソウジャー缶バッジ 

★東京宝島  

©2019 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

◆『スーパー戦隊ランド ～騎士竜戦隊リュウソウジャー～』リニューアルオープン                                                   

東京ドームシティ アトラクションズのジオポリスＢ１Ｆに、「騎士竜戦隊リュウソウジャー」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 ～騎士竜戦隊リュウソウジャー～』がオープンします。 

幅約３ｍの大型ＬＥＤモニターを使用したインタラクティブゲーム「リュウソウチェンジ」が新登場。その他トランポリン

で遊べる「リュウソウジャンプ」や、おもちゃを使って遊べる「プレイコーナー」など、５つのコーナーで「騎士竜戦隊リュ

ウソウジャー」の世界と触れ合ってお楽しみいただけます。 
 

  ◎オープン日：２０１９年３月２１日（木・祝） 

  ◎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：６００円／３０分 （１歳まで無料） 

※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 

 

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 

 

◆騎士竜戦隊リュウソウジャー『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、「騎士竜戦隊 

リュウソウジャーショー シリーズ第１弾」がスタートする２０１９年３月１６日（土）より、オリジナル缶バッジ（全６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、リュウソウジャーの『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騎士竜戦隊リュウソウジャーヒーローメニュー 
   ※缶バッジは１メニューにつき６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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
騎士竜戦隊リュウソウジャーオリジナルグッズ ※缶バッジは付きません 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 
 

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 

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 

リュウソウジャーガイドブック 

５００円 

ヒーローセット 

７００円 
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◆東京ドームホテル『騎士竜戦隊リュウソウジャールーム』                              
東京ドームホテルでは、今春登場の戦隊ヒーロー「騎士竜戦隊リュウソウジャー」をモチーフとしたヒーローコンセプ

トルームを、２０１９年３月２２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「騎士竜戦隊リュウソウジャー」のデザインが施されており、「騎士竜戦隊リュウソウジャー」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：２０１９年３月２２日（金）～２０２０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日程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：“リュウソウレッド”からのメッセージ映像 

            騎士竜戦隊リュウソウ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『騎士竜戦隊リュウソウジャー ＧＷファミリーブッフェ』                          

東京ドームホテルでは、２０１９年５月４日（土・祝）に『騎士竜戦隊リュウソウジャー 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、テレビシリーズ史上初のＷ戦隊となった前作「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パト 

レンジャー」のルパンレッドとパトレン１号も登場するほか、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「騎士竜戦隊リュウソウジャー」との写真撮影会やお土産が付きます。 

 

◎日 時：２０１９年５月４日（土・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：着席ブッフェスタイルのお食事（フリードリンク） 

 ヒーローショー「騎士竜戦隊リュウソウジャー」 

 ミニコンサート 

 「騎士竜戦隊リュウソウジャー」との写真撮影会 ※お子様券をお持ちの方 

 お土産付き ※お子様券をお持ちの方 

◎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 

©2018 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

２０１８年度のヒーローコンセプトルーム 

『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』 

©2019 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

 

AG・東映 
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©Benesse Corporation1988-2019／しまじろう 

◆『卒業生いらっしゃい２０１９ #卒いら』                                                   

東京ドームシティ アトラクションズでは、３月２２日（金）まで、２０１９年春に卒業を迎える学生を対象に、アトラク 

ションや東京ドームシティ内の各施設・店舗をお得に楽しめる『卒業生いらっしゃい２０１９ #卒いら』を開催中です。 

東京ドームシティの各施設や店舗で利用できるクーポンが付いた｢卒業生スペシャルチケット｣を販売するほか、ス

マホなどで撮影した写真に「#卒いら」を付けてＳＮＳに投稿すると、抽選でスパ ラクーア 

ご招待券などのプレゼントが当たる「#卒いら抽選会」を実施します。 

 

◎期 間：開催中～３月２２日（金） 

◎時 間：１０：００～２０：００ 

         ※土日祝および３／１８（月）～２２（金）は１０：００～２１：００ 

◎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/sotsuira2019/ 

★卒業生スペシャルチケット 

２０１９年春に卒業を迎える学生を対象とした、ワンデーパスポートに東京ドームシ

ティ内の施設や飲食店で使用できる無料づくしのお得なクーポンが付いたチケットです。 

●対 象：幼稚園から大学・専門学校などを２０１９年春に卒業されるお客様 

※チケット購入時に卒業生であることがわかるもの、または生年月日がわかるものの提示が必要（コピー可） 

●料 金：中学校以上の卒業生 ２,８００円 

小学生の卒業生、３～５歳の卒業生は、ワンデーパスポート（通常料金）にスペシャル 

クーポンを付けて販売 

※通常 ワンデーパスポート 大人（１８歳以上）３,９００円、シニア・中人（１２～１７歳） ３,４００円、 

小人（小学生）２,５００円、幼児（３歳～小学校入学前）１,５００円、他の割引との併用不可 

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 

 

◆『しまじろうと ゆめのヒーローランド』                                             

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１９年３月２０日（水）～６月２日（日）の期間、「リアル脱出ゲーム」とこど

もちゃれんじ３０周年記念 映画「しまじろうと うるるのヒーローランド」とのコラボレーションイベント『しまじろうと ゆめ

のヒーローランド』を開催します。 

本イベントは、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、「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が融合し

た、幼児親子向けイベントです。 

 

◎期 間：２０１９年３月２０日（水）～６月２日（日） 

◎時 間：１０：００～１８：００（参加受付は１７：００まで） 

※４／２７（土）～５／６（月・休）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３,８００円、当日４,２００円 

追加こどもチケット   前売２,１００円、当日２,３００円 

追加おとなチケット   前売１,７００円、当日１,９００円 

※アトラクション乗車券付き（１名につき２回分） 

※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-yuuenchi2019/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 
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◆ＴｅＮＱ第１６回企画展『宇宙絶景 宙（ソラ）の旅』                                              

宇宙ミュージアムＴｅＮＱでは、２０１９年３月７日（木）～６月２３日（日）の期間、ＴｅＮＱ第１６回企画展『宇宙絶景 

宙（ソラ）の旅』を館内の企画展示室にて開催します。 

本企画展は、ビッグバンから始まる宇宙１３８億年のヒストリーの一部を、約４０点の天体写真パネルや、壁や床一面

に大きく表現された宇宙の大パノラマ画像の迫力ある装飾によって 

体感いただける、ＴｅＮＱ初の写真展です。 
 

◎期 間：２０１９年３月７日（木）～６月２３日（日） 

◎場 所：ＴｅＮＱ内 企画展示室 

◎料 金：ＴｅＮＱ入館料に含む 

◎監   修：渡部潤一（国立天文台 天文情報センター 教授／副台長） 

山岡均（国立天文台 天文情報センター 広報室長／准教授） 

◎協   力：国立天文台、富士フイルム株式会社 

◎企画制作：株式会社クレヴィス 

◎企画協力：岡本典明（サイエンスライター） 

◎主な内容：ＮＡＳＡの膨大な画像アーカイブの中より厳選したものや、国立天文台アルマ望遠鏡、すばる望遠鏡 

がとらえた天体写真の数々を、「銀河宇宙」「銀河系」「太陽系」の３つのテーマに分けてご覧いただき 

ます。さらに、写真展開催にちなみ、講演会やギャラリートークなどのイベントも実施します。 

 

◆『天文ブロカント展 ―時代をこえる天文ロマン―』                                        

宇宙ミュージアムＴｅＮＱにある「ＴｅＮＱ宇宙ストア」では、２０１９年３月７日（木）～５月７日（火）の期間、大阪中崎町の

アンティーク・ブロカント店「Ｇｕｉｇｎｏl（ギニョール）」がセレクトした天文ブロカントの販売イベント『天文ブロカント展 

―時代をこえる天文ロマン―』を開催します。「ＴｅＮＱ宇宙ストア」は、ＴｅＮＱ入館券がなくてもご利用いただけます。 
 

◎期 間：２０１９年３月７日（木）～５月７日（火） 

◎場 所：ＴｅＮＱ宇宙ストア 

◎主な内容：１００年以上前に作られた美しい星座早見盤や古書、 

図版、ポストカード、ソビエト時代のバッジなど、いつ 

の時代も人々が憧れてやまない宇宙へのロマンがつまっ 

たアイテムを販売します。 
 

「Ｇｕｉｇｎｏｌ（ギニョール）」 

大阪中崎町にて、ヨーロッパで買い付けたアンティーク・ブロカントと、アーティスト作品を販売しています。 

２階はギャラリーを併設し、イベントや作家の個展などを随時開催。天体、博物、人形モチーフなどの作品を 

メインにお取り扱いしています。年に２回、天体モチーフの雑貨イベント「天体観測展」を開催。http://guignol.jp/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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（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・３月２５日（月）～２９日(金)／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/ 

              ※事前購入２００円引き（期間指定引換券を公式サイトからのオンライン、またはセブンチケットで販売中） 

※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） 
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◆『カミワザ！-驚異の立体切り絵展-』                                                    

Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏでは、２０１９年３月８日（金）～３１日（日）の期間、『カミワザ！-驚異の立体切り絵展-』を開催し

ます。 

奇跡的な美しさと信じられないほどの複雑さ、驚きの立体感と息を呑む繊細さ。立体切り絵作家ＳｏｕＭａ（ソウマ）によ

る唯一無二のアートの世界をお楽しみいただけます。 
 

◎期 間：２０１９年３月８日（金）～３１日（日） ※開催期間中無休 

◎時 間：１０：００～１８：００ ※最終入館は１７：３０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）８００円 

前売 大人（高校生以上）６００円 

当日・前売一律 小人（小・中学生）２００円 

※未就学児無料、会期初日３／８（金）より当日料金 

◎主 催：株式会社東京ドーム 

◎企画協力：ＧＡＬＬＥＲＹ リトルハイ 

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

◎主な内容：立体切り絵作家ＳｏｕＭａ（ソウマ）による、一枚の紙からつくられる繊細かつ立体的な驚きの切り絵 

作品約４０点を展示します。また、展覧会開催を記念して、３月９日（土）にＳｏｕＭａによる切り絵の 

実演パフォーマンスとギャラリーツアーを実施します。 

 

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 

 

◆『櫛野展正
く し の の ぶ ま さ

のアウトサイド・ジャパン展』                                                    

Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏでは、２０１９年４月１２日（金）～５月１９日（日）の期間、日本唯一のアウトサイダー・キュ 

レーター 櫛野展正さんによる「アウトサイド・ジャパン 日本のアウトサイダー・アート」の刊行を記念した初の大 

規模展覧会『櫛野展正のアウトサイド・ジャパン展』を開催します。 

本展では、櫛野展正さんによって集められた、障がいの有無にかかわらず、表現せずには生きられない、表現者と呼

ぶにふさわしい隠れた芸術家たちの驚きの作品の数々をお楽しみいただけます。 
 

◎期 間：２０１９年４月１２日（金）～５月１９日（日）  ※開催期間中無休 

◎時 間：１０：００～１８：００ （金曜日のみ１０：００～２０：００） 

          ※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 

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 

※未就学児無料、会期初日４／１２（金）より当日料金 

◎主 催：株式会社東京ドーム 

◎制作協力：クシノテラス 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/event/kushino2019.html 

◎主な内容：「アウトサイド・ジャパン 日本のアウトサイダー・アート」に登場 

する注目のアーティストによる作品を中心に、「ヤンキー文化」や 

「シルバーアート（老人アート）」などの芸術作品「アウトサイダー・ 

アート」の驚きの作品を展示します。 
 

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（ギャラリー アーモ） 

https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/event/kushino2019.html
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◆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、２０１９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。恒例のひなまつり、こどもの日のイベントをお楽しみください。 

 
ひなまつりイベント ｉｎ アソボ～ノ！ 

◎日 時：２０１９年３月２日（土）・３日（日）  
  ★親子体操 
    時 間：１５：３０ 
    場 所：アドベンチャーオーシャン 

内 容：スタッフがお内裏さま、お雛さま風の衣装で登場し、 
             親子体操を実施します｡ 
 
  ★来場者プレゼント 
    来館されたお子様全員にひなあられをプレゼントします｡ 

 

こどもの日 ｉｎ アソボ～ノ！ 
◎日 時：２０１９年５月５日（日・祝）  

★こいのぼりをつくろう！ 
  時 間：１１：００～１５：００ 
  場 所：フレキシブルエリア 

内 容：紙皿に様々な色や形のシールを貼って、こいのぼりを 
作ります。作ったこいのぼりは､お持ち帰りできます｡ 

                                             

 
 
 
◆１Ｆエリアリニューアル記念キャンペーン『黄色いビル イースター』                         

黄色いビルでは、２０１９年３月１５日（金）～４月２６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：２０１９年３月１５日（金）～４月２６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】 

黄色いビルテナント【２Ｆ】 

Ｈｉ！ＥＶＥＲＹＶＡＬＬＥＹ＆ファーストキャビン 東京ドームシティ【１Ｆ】 ３／１５（金）オープン 

  ◎内 容： 

★謎解きエッグハント 

黄色いビル１～６Ｆの各フロアに設置された「ヒントエッグ」を探し出し、そこに書かれたヒントを手掛かりに謎を

解いて、キーワードを完成させます。 

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。 

参加用紙は期間中、対象施設やインフォメーションで入手できます。 

 

★イースター平日抽選会 

４月１日（月）～２６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。 
 

 

 

その他 

（イメージ） 

画像は昨年の様子 

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 

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 
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オーシャンスパや伊豆の美食が楽しめる、都心から１時間のリゾート 

『ATAMI BAY RESORT KORAKUEN（アタミ ベイ リゾート コウラクエン）』 

３月２８日(木)にオープン 
 

 熱海後楽園ホテルを中心とする複合型リゾート「ATAMI BAY RESORT KORAKUEN」は、宿泊施設「熱海後 

楽園ホテル」に加え、熱海最大級の日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua（フーア）」、海辺のロケーションで伊 

豆の食材やオリジナルクラフトビールが楽しめるレストラン「HARBOR’S W（ハーバーズ ダブル）」と、伊豆周辺 

の“美味しい食”と出会うことができる食のマーケット「ラ・伊豆 マルシェ」などが集まる「IZU-ICHI（イズイチ）」を 

展開し、日帰りでも楽しめる新しい街として生まれ変わります。 

宿泊施設「熱海後楽園ホテル」は、現在営業中のタワー館８９室に加え、新館「AQUA SQUARE（アクア スクエア）」 

には１００室の様々なタイプの客室を設け、多様化する宿泊スタイルにお応えするリゾートホテルを目指します。 

また相模灘を一望できる日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua」は、海に浮んでいるような浮遊感を味わえ 

る全長約２５メートルの露天立ち湯や、「海辺の別荘ライフ」をテーマにしたリラックスラウンジ「アタミリビング」 

などを備え、温泉地である熱海での新しい過ごし方を提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設概要 

◎名 称：ATAMI BAY RESORT KORAKUEN  

◎場 所：静岡県熱海市和田浜南町１０―１  

◎オープン日：２０１９年３月２８日（木） 

◎主 要 施 設：ホテル（既存８９室 新設１００室 計１８９室）、日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua」、 

レストラン「HARBOR’S W （ハーバーズ ダブル）」、物販「ラ・伊豆 マルシェ」 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://atamibayresort.com/ 

◎お客様からのお問い合わせ先：ＴＥＬ.０５５７-８１-００４１（熱海後楽園ホテル予約センター） 

 

 

 

 

 

新館 AQUA SQUARE オーシャンビュールーム（イメージ） 

「オーシャンスパ Fuua」露天立ち湯（イメージ） 

新館 AQUA SQUARE コートヤードルーム（イメージ） 

 

レストラン「HARBOR’S W」 （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・・・・・・・・・・ 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 ※２０１９年２月２８日現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

東京ドーム 

 

『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。 

東京ドームシティご案内 

東京ドームシティ アトラクションズ ラクーア スパ ラクーア 

東京ドームホテル 

シアターＧロッソ アソボ～ノ！ ＴｅＮＱ（テンキュー） 

ＴａＫｕＳｕＲｕ 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 

  ローラースケートアリーナ 

スポドリ！ 

Ｈｉ！ＥＶＥＲＹＶＡＬＬＥＹ 

（イメージ） 

３月１５日（金）オープン 

ファーストキャビン 東京ドームシティ 

（イメージ） 

３月１５日（金）オープン 

ミーツポート ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ ＣＩＴＹ ＨＡＬＬ 

プリズムホール 後楽園ホール ＢＡＬＬ ＰＡＲＫ ＳＴＯＲＥ Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ 


