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◆リアル脱出ゲーム×劇場版『ONE PIECE STAMPEDE(スタンピード)』  

                          『海賊王（ロジャー）の秘宝眠る遊園地からの脱出』                       

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１９年７月１３日（土）～９月２３日（月・祝）の期間、８月９日（金）

公開の劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』と「リアル脱出ゲーム」のコラボレーションイベント『海賊王(ロジャー)

の秘宝眠る遊園地からの脱出』を開催します。参加者が実際に遊園地中を冒険して謎や暗号を解き明かし、

園内に隠された海賊王（ロジャー）の秘宝を探していく体験型ゲーム・イベントです。 

謎解き中アトラクションに乗ったり、ミッションをクリアしたりと、アク 

ション要素もふんだんに盛り込んだ内容のため、リアル脱出ゲームに参

加したことがない方でも気軽にご参加いただけるイベントとなっています。

また、制限時間がない上に、アトラクションやコースも参加者自身で選択

出来るため、親子でも一緒にお楽しみいただけます。 

劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』の世界が広がった遊園地を、実際に

冒険することができる今夏の一大イベントにどうぞご期待ください。 

 

◎期 間：２０１９年７月１３日（土）～９月２３日（月・祝） 

◎時 間：平日 １５：００～２２：００、土日祝 １０：００～２２：００ 

         ※参加受付は終了時間の２時間前まで 
         ※８／１０（土）～１８（日）は１０：００～２２：００ 

         ※９／２（月）以降は２１：００で終了 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ 

◎企画制作：ＳＣＲＡＰ 

◎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３,５００円、当日３,９００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４,６００円、当日５,０００円 

 こども（小学生）   前売３,３００円、当日３,７００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/one-piece2019/ 

◎Ｔｗｉｔ ｔｅｒ：@onepiece_tdca 

◎内 容：遊園地中を冒険して謎や暗号を解き明かし、園内に隠された海賊王（ロジャー）の秘宝を探して 

いく体験型ゲーム・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≫  

海賊王ゴールド・ロジャーが残した〝秘宝〟。 

そのありかを聞きつけた海賊のあなたは、とある遊園地へとやってきた。 

宝の地図とコンパスを手に、秘宝の在処を突き止めようとするが…… 

「誰が宝を手に入れられるか競争だ！！」 

そこには〝麦わら海賊団〟や〝千両道化のバギー〟を始め、名だたる海賊たちの姿が！ 

お宝を手に入れられるのは、一番早く宝の地図を解読した者のみ。 

君は、この謎と海賊にまみれた遊園地で、隠された海賊王（ロジャー）の秘宝を見つけ出すことができるのか！？ 

絶叫と歓喜が入り混じるお宝争奪フェスティバルが今始まる！！ 

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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【お化け屋敷プロデューサー･五味弘文さん】 
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。 

２０１９年夏には札幌、大阪など全国５ヶ所でお化け屋敷を展開予定で、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『怨み針の女』                                       

東京ドームシティ アトラクションズでは、２０１９年７月１３日（土）～９月２３日（月・祝）の期間、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『怨み針の女』を開催し 

ます。 

２０１８年４月にオープンした「怨霊座敷」は、＜靴を脱いで入る＞お化け屋敷です。オープンからの１年間で

延べ約１８万人のお客様に恐怖をお届けしてきました。※入場者数は２０１８年夏の特別演出『超・怨霊座敷』を含む 

恐怖演出がパワーアップする今年の夏の特別演出では、床下に埋められた夜雨子（ようこ）がさらに強い怨

念を持った『怨み針の女』として登場します。また、お客様には＜夜雨子が枕の下に隠した写真を探し出す＞と

いう重要なミッションが与えられます。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：２０１９年７月１３日（土）～９月２３日（月・祝） 

※７／１（月）～１２（金）の期間、お化け屋敷「怨霊座敷」の営業は休止 

※『怨み針の女』開催期間終了後、お化け屋敷「怨霊座敷」は９月末ごろより 

営業再開予定 

◎時 間：【ノーマル ver.】１０：００～１６：００ 【ハード ver.】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ことあり 

※８／１０（土）～１８（日）は９：３０開園 

※９／２（月）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・アトラクション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・アトラクション１回券での入場不可 

◎入場規定：６歳以上 

◎プロデュース：五味弘文さん 

◎映像演出：チームラボ 

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

◎Ｔｗｉｔ ｔｅｒ：@at_raku_obake 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

五味弘文さん 

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 アトラクション】 

①ホエールアドベンチャー （ＮＥＷ） 

  ※くじらをモチーフにした障害物のある 

アスレチックアトラクション 

②ざぶ～んダブルスライダー  

  ※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） 

③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 

④マジカルミスト 

  ※不思議な仕掛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、サンダルなどの履物を履いて 

ご利用ください。その他、ご利用上の注意事項は公式サイトにてご確認ください。 

 

 
 

◆『わくわく！ウォーターガーデン』                                              

東京ドームシティに、２０１９年７月１３日（土）～９月１日（日）の期間限定で、お子さま向け水遊び広場『わく

わく！ウォーターガーデン』が登場します。 

５年目の開催となる今年は、くじらをモチーフとした障害物のあるアスレチックアトラクション「ホエールアド 

ベンチャー」が初登場します。大好評のストレートとカーブのウォータースライダー「ざぶ～んダブルスライダー」

や､ふわふわの泡で遊ぶ「あわあわホイップ」など、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。また、昨年に引き続き、２歳までのお子さま限定の幼児用 

簡易プール「よちよちエリア」も実施します。 

小学生までのお子さまを対象とし、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さまや 

水が苦手なお子さまでも、気軽にお楽しみいただけます｡ 

 

◎期 間：２０１９年７月１３日（土）～９月１日（日）  

◎時 間：１０：００～１７：００ （受付終了は１６：００) 

           ※８／１０（土）～１８（日）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」 

◎入場料金：こども（１歳～小学生） 

           ６０分：１,１００円 

延長３０分毎：５５０円 

※ワンデー／ナイト割引パスポート、ライド５、アトラクション１回券 

での入場不可 

※小学校入学前のお子さまには、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さま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 

※場内ではサンダルなどの履物の着用が必要 

ご利用上の注意事項は公式サイトにてご確認ください 

◎定 休 日：なし ※強雨・強風などの荒天時は営業中止 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://at-raku.com/event/wakuwaku_watergarden2019/ 

 
 

 
 
 

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 

ファミリー向けイベント 

ざぶ～んダブルスライダー 

ホエールアドベンチャー（イメージ） 

） 

あわあわホイップ 
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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３弾  

                       『栄光の騎士リュウソウゴールド！Ｇロッソに登場！！』        

｢シアターＧロッソ｣では、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３弾を、２０１９年７月１３日（土）より開催します。 

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７月１３日（土）、１４日（日）、１５日（月・祝）、７月２０日（土）～９月１日（日）の毎日、 

９月１４日（土）～２９日（日）の土日祝 

※７／２６（金）、８／８（木）、２６（月）、２７（火）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：１,６００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：シアターＧロッソにドルイドンたちが来襲した。 

子供達を守る為に戦うリュウソウジャー。 

そこへ新たな戦士、リュウソウゴールドも登場！ 

だが、それは全てドルイドンの罠であった……。 

絶体絶命のピンチに、６人のリュウソウジャーが立ち向かう！！ 

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 
 

◆『仮面ライダー×スーパー戦隊 Ｗヒーロー夏祭り２０１９』                           

東京ドームシティ プリズムホールでは、２０１９年８月９日（金）～２２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２０１９』を開催します。 

現在放映中の「仮面ライダージオウ」、「騎士竜戦隊リュウソウジャー」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：２０１９年８月９日（金）～２２日（木） 

◎時 間：９：３０～１６：３０（最終入場１６：００） 

※８／１０（土）、１１（日）、１２（月・振休）の３日間は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（仮面ライダースーパーステージ 自由席券付） 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 

※その他の指定席券種・料金等の詳細はイベント公式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 

仮面ライダージオウ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 １０：００／１１：３０／１３：３０／１５：００ 

※８／１０（土）、１１（日）、１２（月・振休）の３日間は５回公演（９：３０／１１：００／１２：３０／１４：３０／１６：００）予定 

※８／１９（月）、２０（火）、２１（水）の３日間は３回公演（１０：３０／１２：３０／１４：３０）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 

©2019 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 
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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、七夕や夏祭りを親子で一緒に楽しめる 

イベントを開催します。 

 

  七夕 ｉｎ アソボ～ノ！ 

★星に願いを 

期 間：２０１９年７月１日（月）～７日（日） 

   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：２０１９年７月７日（日） 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｡  

 

夏祭り ｉｎ アソボ～ノ！ 

★縁日 

期 間：２０１９年７月２９日（月）～３１日（水） 

         １１：００～１５：００ 

   場 所：フレキシブルエリア 

内 容：輪投げ、ボーリング、射的、スーパーボールすくい 

         （スーパーボールすくいで遊ばれたお子様へスー 

               パーボール３個をプレゼント)を自由にお楽しみい 

ただけます｡ 

 

★親子体操～夏祭りバージョン～ 

期 間：２０１９年７月２９日（月）～３１日（水） １５：３０～ 

   場 所：アドベンチャーオーシャン  

内 容：祭りうちわを持って、夏にちなんだ体操やダンスを親で一緒にお楽しみいただけます。 

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｡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

夏祭りイベント（昨年の様子） 

七夕イベント（昨年の様子) 

【アソボ～ノ！ 施設概要】 

  ◎営業時間：平日 １０：００～１８：００／土日祝 ９：３０～１９：００ 

  ◎料 金：こども（６ヶ月～小学生） ６０分 ９５０円 

                                  ※延長３０分ごとに４５０円  ※再入場不可 

                                  １日フリーパス １,７５０円 

                                  ※特定期間を除く平日のみ販売。但し、混雑状況により販売を 

                                          終了する場合あり 

おとな（中学生以上）    １日 ９５０円 

                     ※延長料金なし 

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

              

                     

                      

                                  

              

                  

ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ） 

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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絵本リーディングを行う 
声優の中村悠一さん 

 

 

◆ＴｅＮＱ５周年×絵本「はらぺこあおむし」誕生５０周年記念『エリック･カールと宙
そら

展』            

２０１９年７月に５周年を迎える宇宙ミュージアムＴｅＮＱでは、６月２８日（金）～１１月４日（月・祝）の期間、

ＴｅＮＱ５周年とアメリカの絵本作家エリック・カールの「はらぺこあおむし」の誕生５０周年を記念した企画展、ＴｅＮＱ

５周年×絵本「はらぺこあおむし」誕生５０周年記念『エリック･カールと宙展』を館内の企画展示室にて開催し 

ます。 

本企画展は、ＴｅＮＱならではの視点でエリック・カール作品の「宙
そら

」を紹介するほか、エリック・カールのデザインを

使ったバーチャル切り絵体験や、人気声優の中村悠一さん録りおろしによる絵本リーディングなどＴｅＮＱでしか体

感できない企画を展開します。 
 

◎期 間：２０１９年６月２８日（金）～１１月４日（月・祝） 

◎時 間：平日 １１：００～２１：００、土日祝・特定日 １０：００～２１：００ 
※最終入館２０：００ 

◎場 所：ＴｅＮＱ内 企画展示室 

◎料 金：ＴｅＮＱ入館料に含む 
※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 

※ファミリーデーを除く、４歳未満の入館不可 

※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） 

◎科学監修：国立天文台、月探査情報ステーション 

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

◎主な内容： 
★ＴｅＮＱセレクション エリック・カールおすすめ作品紹介 

    数多くの作品の中から、美しい「宙」や、星、月が描かれた作品を中心に紹介します。 

★エリック･カール 創作の秘密 

色をつけた色紙を切り抜き、貼りつけていくコラージュと呼ばれる技法を使って描かれ 

たエリック・カール作品の創作過程を、映像とパネルで解説します。 

★絵本で描かれた「宙」にまつわるお話 

「パパ、お月さまとって！」や「おほしさまかいて！」に登場する星や月を、 

本当の宇宙に置きかえ、ＴｅＮＱならではのアカデミックな視点でお楽しみいただけます。 

   ★あなたもエリック・カール！？ 体験コンテンツ「バーチャル切り絵工房」 

エリック・カールのデザインを使って、タブレット上でコラージュ作品を作ることができます。また、作り上 

げた作品を大きなスクリーンに映して楽しめます。 

★オリジナルコンテンツ 星空リーディング 

「パパ、お月さまとって！」の世界を、人気声優の中村悠一さんによる録りおろしの感情豊かなリー 

ディングとスライドショーで展開するＴｅＮＱオリジナルコンテンツです。   
 

 
 

宇宙ミュージアムＴｅＮＱ（テンキュー） 

◆ＴｅＮＱ×東京ドームホテル バー「２０００」で「宇宙カクテル」第３弾を提供！ 

ＴｅＮＱは東京ドームホテル バー「２０００」とコラボレーションし、ＴｅＮＱ５周年を記念した「宇宙カクテル」を、 
２０１９年６月２８日（金）～８月７日（水）の期間、東京ドームホテル ６Ｆのバー「２０００」で提供します。 

今回３回目を迎えるコラボレーションは、“七夕”をテーマに、ＴｅＮＱ宇宙ストアで取り扱いのある「浮き星」、 
「琥珀糖」、「青い森の天然赤色ガチアップルビーティー」を用いながら、きらきらと輝く星や彩りを演出した２種類 
のカクテルを用意します。また、宇宙カクテルをご注文の方には、ＴｅＮＱ宇宙ストアで利用できる２００円引き 
券を差し上げます。 
 

◎期 間：２０１９年６月２８日（金）～８月７日（水）<旧暦の七夕> 
◎時 間：平日・土曜 １９：００～２７：００（Ｌ.Ｏ. ２６：００） 

       日曜・祝日 １８：００～２４：００（Ｌ.Ｏ. ２３：００） 
◎場 所：東京ドームホテル ６Ｆバー「２０００」（トゥエニーオーオー） 
◎料   金：「織姫」 １,７２８円 （ノンアルコールカクテル） 

「彦星」 １,９４４円  
※サービス料別 

 

「織姫」、「彦星」 （画像左から） 

 
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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展示作品（イメージ） 
©ねこ休み展 夏 ２０１９ 

 
 

 

◆『ねこ休み展 夏 ２０１９ ｉｎ Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ』                                                    

Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏでは、２０１９年７月１２日（金）～８月２５日（日）の期間、人気の猫クリエイターが集結する

合同写真展＆物販展『ねこ休み展 夏 ２０１９ ｉｎ Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ』を開催します。 

「ねこ休み展」は、２０１５年夏の初開催以来、６０万人以上の来場者を動員、ＴｗｉｔｔｅｒやＩｎｓｔａｇｒａｍで人気を集

める有名猫も数多く登場し、出展者のＳＮＳのフォロワー数は累計３００万人を超えています。 

本展は、人気の猫クリエイターによるスター猫たちの新規写真作品展示を中心に、過去の「ねこ休み展」で好評

だった歴代作品やＳＮＳなどで一度は目にしたことのある人気猫の懐かしの名作、人気の立体作品などを一挙に

展示します。また、会場でしか購入できない人気猫の限定グッズを多数販売するなど、「ねこ休み展」の過去最

大規模の展覧会となります。 

今夏は、お子様から大人まで、見ているだけで癒される、人気猫たちの魅力を余すところなく体感いただけます。 
 

◎期 間：２０１９年７月１２日（金）～８月２５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）１,０００円、小人（小・中学生）８００円 

前売 大人（高校生以上） ８００円、小人（小・中学生）６００円 

※６／２１（金）から、ローソンチケット・セブンチケット・イープラス・チケットぴあ 

にて前売販売予定 

※未就学児無料（単独入場不可） 

※会期初日７／１２（金）より当日料金 

◎主 催：㈱東京ドーム 

◎制作協力・企画：㈱ＢＡＣＯＮ／ＴＯＤＡＹＳ ＧＡＬＬＥＲＹ ＳＴＵＤＩＯ． 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/event/nekobreaksummer2019.html  

◎主な内容：・人気猫たちの新規写真作品や、過去の「ねこ休み展」で展示された名作の数々を展示 

        ・立体作品やフォトスポットが登場 

        ・スター猫たちのオリジナル限定グッズを販売 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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/


9 

 

バルミューダ Ｔｈｅ ＧｒｅｅｎＦａｎ 

（イメージ） 

 

 

 

◆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、２０１９年６月２８日（金）～７月２９日（月）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、「巨人戦Ｓ席ペアチケット」が当たるお買い

上げキャンペーンや、「ＪＴＢトラベルギフト １０万円分」や「バルミューダ Ｔｈｅ ＧｒｅｅｎＦａｎ」など豪華賞品を 

プレゼントする抽選会を実施します。 
 

◎期 間：２０１９年６月２８日（金）～７月２９日（月） 

※第１弾 ６／２８（金）～７／１５（月・祝） 

第２弾 ７／１６（火）～２９（月） 

◎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） 

 ※２０１９年６月６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 

※７／１３（土）・１４（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： 

★「巨人戦Ｓ席ペアチケット」プレゼントキャンペーン！ 

日 時：７月２日（火）～７日（日） 

内 容：期間中、ラクーア ショップ＆レストランのファッション・雑貨・サービス店舗（一部店舗を除く） 

にて、１会計３,０００円（税込）以上購入で、巨人戦Ｓ席チケットが５組１０名様に当たる応募 

用紙を進呈します。 

応募用紙投函場所：ラクーア２F インフォメーション横 

★はずれなし！！大抽選会 

日 時：７月１３日（土）・１４日（日） １１：００～２１：３０ 

７月１５日（月・祝） １１：００～２１：００ 

場 所：ラクーア３Ｆ 特設会場（ｉｎｄｅｘ前） 

内 容：６月２８日（金）～７月１５日（月・祝）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／ＪＴＢトラベルギフト １０万円分 ［２名様］ 

       １ 等／バルミューダ Ｔｈｅ ＧｒｅｅｎＦａｎ ［４名様］ 

２ 等／選べる国産和牛カタログギフト １万円コース ［８名様］ 

３ 等／銀座千疋屋 フルーツジュレ詰め合わせ ［１０名様］ 

そのほか、東京ドーム商品券１,０００円分などの豪華賞品が当たります。  
 

 

ＬａＱｕａ（ラクーア） 

旅行先（イメージ） ＠ＯＣＶＢ 

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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お客様からのお問い合わせ先：バンケットセールス部 イベント事務局 ＴＥＬ．０３－５８０５－２３２３ 

  

 

◆夏季限定 『ガーデンプールプラン ２０１９』                                  

東京ドームホテルでは、２０１９年７月６日（土）～８月３０日（金）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 ２０１９』を販売します。 
 
  ◎期 間：２０１９年７月６日（土）～８月３０日（金） 

※除外日 ７／７(日)～１２(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                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

◆夏休み特別企画 『親子でチャレンジ！ケーキ作り教室』                               
東京ドームホテルでは、２０１９年８月１２日（月・振休）～１４日（水）の３日間、『親子でチャレンジ！ケーキ作

り教室』と題して夏休み特別企画を開催します。 

スポンジを焼く工程やケーキのデコレーションなどを体験し、作製したケーキはご自宅へのお土産としてお持 

ち帰りいただけます。体験後は、記念写真入りのキッズシェフ認定書を授与します。 

 

◎期 間：２０１９年８月１２日（月・振休）～１４日（水） 

◎時 間：ケーキ作 り １３：３０～１５：００ 

           ティータイム １５：３０～１６：３０         

◎場   所 ：東京ドームホテルＢ１Ｆ 中宴会場 ｢シンシア｣ 

◎料   金 ：お二人様 ５,０００円（お子様１名様・保護者１名様） 

※体験費・サービス料・消費税込 

※お子様の対象年齢 ６歳～１２歳（小学生対象） 

◎人 数：各日 １２組２４名様 ※予約締め切り後、抽選  

◎内 容：①コックコート・コック帽でケーキ作り体験 

           ②記念写真入りキッズシェフ認定書授与 

           ③シェフが手掛けたケーキでティータイム 

◎申 込 み：東京ドームホテル 公式サイト https://tokyodome-hotels.co.jp/ 

※７／１（月） １１：００～２０（土） １１：００ 

※詳細に関しては、東京ドームホテル 公式サイトを参照 

                                   

 

東京ドームホテル 

【ガーデンプール概要】 
    ◎営業期間：２０１９年７月６日（土）～８月３１日（土） 

※除外日 ７／８（月）～１２（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(火)～１６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（火）～１６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 

 

（イメージ） 
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開催の様子 

初代黒獅子旗 

 

 

 
 
 
◆野球殿堂博物館 企画展『都市対抗野球９０回のあゆみ』                                           

野球殿堂博物館では、第９０回都市対抗野球大会開催を記念して、１９２７

年の第１回大会から現在までの都市対抗野球の歴史を、様々な展示資料や

写真等を通じてご紹介します。 

 

◎期 間：２０１９年６月２９日（土）～７月２５日（木） 

◎場 所：野球殿堂博物館 企画展示室 

◎主な展示物：黒獅子旗・初代（使用期間１９２７～７３年）・２代目（７４～９８年）・３代目（９９年～／大会２日目 

から準決勝開催日まで展示予定）、最初の橋戸賞、久慈賞トロフィーなど 

◎入館料割引：大会期間中、第９０回都市対抗野球大会の当日の有料入場券（本券、半券）を当館受付でご提 

示いただくと、入館料が半額になります。 

大人６００円→３００円、小・中学生２００円→１００円、高・大学生、６５歳以上４００円→２００円 

 

◆野球殿堂博物館 夏休みイベント『野球で自由研究！』                                           

野球殿堂博物館では小学生の自由研究をサポートする「野球で自由研究！」を開催します。野球には、歴

史や野球用具、野球場など小・中学生の自由研究のテーマになるものがたくさんあります。特徴的な用具な

どは企画展示室に展示し、図書室では参考になる図書・雑誌をご用意してお待ちしています。 

 

◎期 間：２０１９年７月１２日（金）～８月３１日（土） 

◎場 所：野球殿堂博物館 図書室、イベントホール 

◎主なイベント：ミニミニ実験コーナー 

野球が１００倍楽しくなる！野球の記録をつけてみよう 

夏休み審判学校！ 

ボールはなぜ曲がる？ 

夏休み親子グラブ製作教室 

バット製作実演 

グラブ先生の夏休み特別授業 

※詳細は下記公式サイトをご確認ください 

 

 

 

 

 

 

お客様からのお問い合わせ先：（公財）野球殿堂博物館 ＴＥＬ．０３－３８１１-３６００ 

その他 

【野球殿堂博物館】 

◎開館時間：１０：００～１８：００（３～９月） ※入館は閉館時間の３０分前まで 

◎休 館 日：月曜日（祝日、東京ドームでの野球開催日、夏休み中は開館） 

◎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 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.baseball-museum.or.jp 
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◆『ATAMI BAY RESORT KORAKUEN』                                     

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、温泉地である熱海での新しい過ごし方を提案 

します。 

 

◎名 称：ATAMI BAY RESORT KORAKUEN  

◎場 所：静岡県熱海市和田浜南町１０－１  

◎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（フーア）」、 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆『ファーストキャビン 東京ドームシティ』                                      

「ファーストキャビン 東京ドームシティ」は、東京ドームシティ黄色いビル１Ｆエリアに、ファーストキャビング 

ループで２４施設目、都内では１１施設目の開業となります。ファーストキャビンは「コンパクト＆ラグジュアリー」 

をコンセプトに低料金ながら充実したサービスとスタイリッシュでゆとりある客室空間が好評のキャビンスタイル 

ホテルです。東京ドームシティで開催されるイベント目当てのお客様やビジネス層をターゲットに、リーズナブル 

な料金で快適に宿泊できる施設を提供します。 

 

  ◎名 称：ファーストキャビン 東京ドームシティ 

◎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 

◎利用時間：チェックイン １６：００  チェックアウト ９：００ 

 ◎予 約：電話にて予約受付中 

            ＴＥＬ．０３－３８１７－６１７９ 

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

 

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

【夏のおすすめプラン】 

 ◎プラン名：ファミリーパックプラン 

 ◎期 間：７月２０日（土）～８月３１日（土） 

 ◎料 金：１９,３７４円～ １泊２食付 

※消費税･入湯税（１５０円）込み 

 ◎内 容：特別イベント「ジュラシック後楽園Ⅱ」 

          で利用できるイベント共通券付 

  

オーシャンスパ Ｆｕｕａ（フーア） 新館 ＡＱＵＡ ＳＱＵＡＲＥ 
オーシャンビュールーム 

お客様からの問い合わせ先：ファーストキャビン 東京ドームシティ ＴＥＬ．０３－３８１７－６１６９ 



  

 

 
         
   

■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６月６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 

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 

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 


