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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～山紫水明
さ ん し す い め い

～』                        
２０１９年１１月１３日（水）～２０２０年２月２６日（水）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～山紫水明～』と題して、冬のイルミネーションを開催します。 

今回は、昨年に引き続いて“和”をテーマに、日本を象徴する美しい自然の風景や、風物詩などをモチーフに

した新たな構成でイルミネーションを展開します。 

高さ約６.５ｍの満開の「桜」が咲き乱れる姿を、和楽器を用いた音楽にあわ 

せて輝く光で表現するほか、きらめく天の川や風で揺らぐ短冊など「七夕」を 

イメージした全長約１００ｍのイルミネーションが登場します。さらに、赤い提灯 

で彩られた高さ約６ｍの「祭りやぐら」では、お客様自身が太鼓をたたくと光や 

音の演出が始まる仕掛けや、光る「富士山」を背景に写真を撮影できるスポット 

など、日本の魅力を再発見するイルミネーションをお楽しみいただけます。 
 
◎期 間：２０１９年１１月１３日（水）～２０２０年２月２６日（水） 

◎場 所：東京ドームシティ全域 

◎点灯時間：１７：００～２４：００ ※イベント、場所により異なる 

◎料 金：無料 ※イルミネーションはどなたでも自由に観覧可 

◎制作協力：株式会社日比谷花壇、株式会社イマム、株式会社グリーンディスプレイ 

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

◎主な見所： 

★ラクーアエリア 

    「桜」  

高さ約６.５ｍの日本を象徴する花「桜」がラクーアエリアに登場。 

和楽器を用いた音楽に合わせて、満開の桜が美しく咲き乱れます。 

  ※使用楽曲：「Ｃｈｅｒｒｙ Ｂｌｏｓｓｏｍ」（ＳＡＫＵＲＡ Ｊ ＳＯＵＮＤＳ） 

また、シャンパンゴールドの輝きで統一されたイルミネーションの 

数々もお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 
 

★クリスタルアベニュー 

「七夕」  

クリスタルアベニュー１Ｆに、全長約１００ｍにわたり頭上に広がる天の川イルミネーションと流れる

星々、短冊に彩られた笹を照らす蛍火や揺らめく行灯で、幻想的な七夕伝説を表現します。輝きにあ 

わせて流れる音楽の演出も楽しめます。 ※使用楽曲：「逢いたくていま」（玉置ひかり） 

 

     「和紙絵巻行灯」 

２Ｆ部分には、ひとつひとつ柄の異なる絵柄の和紙を用いた行灯が約１２０ｍにわたり連なります。 

ほの暗い空間に浮かび上がる、温かみのある光を堪能できます。 
 

 

 

 

 

イルミネーション情報 

和紙絵巻行灯（イメージ） 
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祭りやぐら（イメージ） 

★アトラクションズエリア 

 「祭りやぐら」  

赤い提灯で彩られた高さ約６ｍの「祭りやぐら」が登場します。 

お客様自身がやぐら内部の太鼓を叩くと、賑やかな光と音の演出 

が始まります。  

※使用楽曲：「轟音～ＧＯ！ＯＮ！！～」（ＡＵＮ Ｊクラシック・オーケストラ） 

 
★ミーツポートエリア 

「富士山」  

日本の象徴である富士山が、輝くイルミネーションになってミーツ 

ポートガーデンにそびえ立ちます。光や色の変化によって印象を変え 

ていく姿をご覧いただけるほか、富士山を背景に写真撮影も楽しめます。 
 

★Ｈｉ！ＥＶＥＲＹＶＡＬＬＥＹ 

 「藤棚」 

  紫色に輝き、風で揺らめく藤の花がお客様を出迎えます。 

 

 そのほか、東京ドームシティ内の植栽などにもＬＥＤ電球の装飾を 

施し、東京ドームシティ全体がイルミネーションに包まれます。 
         

●東京ドームシティ ウィンターイルミネーション～山紫水明～ 点灯式                          
日 時：２０１９年１１月１３日（水） １７：００～ ※雨天決行・荒天中止 

場 所：ラクーア１Ｆイベント広場（成城石井前） 

内 容：女優の玉城ティナ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：２０１９年１１月１３日（水）～２０２０年２月２６日（水） 

◎対象店舗：ＨＯＴ ＤＯＧ ＳＴＡＮＤ、マザー牧場 CAFÉ&SOFTCREAM、 

海鮮三崎港、ｎａｎａ'ｓ ｇｒｅｅｎ ｔｅａ、和食 「春風萬里」、 

アーティストバー「Ｃ Ｍａｊ７」 、バー「２０００」 
         ※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 ＴＤ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を巡ってＱＲコードを読み取り、６つのスタンプを全て集めると

豪華賞品が当たる抽選に応募ができます。 
 

◎期 間：第一弾 ２０１９年１１月１３日（水）～１２月２５日（水） 

        第二弾 ２０１９年１２月２６日（木）～２０２０年２月２６日（水） 

◎賞 品 例 ：第一弾限定 特賞／東京ドームホテル ペア宿泊券 ［２組４名様］ 

第二弾限定 特賞／熱海後楽園ホテル ＡＱＵＡ ＳＱＵＡＲＥ ペア宿泊券 ［２組４名様］ 

第一弾・二弾共通 癒やし賞／スパ ラクーア ペア入館券 ［１０組２０名様］ 

グルメ賞／東京ドームシティ グルメチケット１万円分 ［１０名様］ 

  

 

マザー牧場 CAFÉ&SOFTCREAM 
 

 

藤棚（イメージ） 

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 

富士山（イメージ） 
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◆『ＬａＱｕａ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ』                                                 

ラクーアでは、２０１９年１１月１日（金）～１２月２５日（水）の期間、こどもから大人まで楽しめるクリスマスイ

ベント『ＬａＱｕａ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ』を開催します。 

期間中は、ラクーアガーデンで、北欧のヒュッゲをイメージした「クリスマスマーケット」を開催します。クリスマ

スにぴったりの美味しい料理を提供するキッチンカーや、グッズを販売するブースを用意するほか、クリスマス

や冬がテーマの短編フィルムの上映会、サンタクロースのグリーティングイベントなどを行います。また、５店の

素敵な本屋さんがセレクトしたクリスマスや冬におすすめの本２００冊を貸し出す「クリスマスの本の森」も開催。

イベント最終日にはワークショップやパントマイムのパフォーマンス、蔵書のチャリティマーケットを実施します。 
 
◎期 間：２０１９年１１月１日（金）～１２月２５日（水） 

※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 クリスマスマーケット 

  クリスマスにぴったりの美味しい料理や、温かいワインやココアなどが楽し 
めるキッチンカー、クリスマスグッズを販売するブースが登場。また、短編フィ 
ルムの上映会やサンタクロースのグリーティング、プレゼントキャンペーン 
を実施します。 

期 間：１１月２８日（木）～１２月２５日（水） 
時 間：１１：００～２０：００ 
場 所：ラクーアガーデンステージ前 
主なイベント：●クリスマス短編フィルム上映会 

期 間：１１月２８日（木）～１２月２５日（水） 
時 間：１７：００～、１８：３０～ ※上映時間は約６０分 

上映作品：「サンタクロースへの手紙」、「パパのクリスマス」ほか 
●ラクーアにサンタがやってくる！ 

サンタクロースがやってきて、記念撮影をお楽しみいただけます。 
        日   程：１２月１４日（土）、１５日（日）、２１日（土）、２２日（日） 

           時間・場所：１５：００～（ラクーア４Ｆ）、１６：００～（ラクーア３Ｆ）、 
１７：００～（ラクーア２Ｆ）、１８：００～（クリスマスマーケット） 

       ●Ｉｎｓｔａｇｒａｍ投稿キャンペーン 
              Ｉｎｓｔａｇｒａｍに、「#ラクーアクリスマスマーケット」で写真を投稿された方の中から各日先着 

３０名様に、「クリスマスミニブーツチョコ」をプレゼントします。 
 
★ラクーア図書館「クリスマスの本の森」 

５店舗の素敵な本屋さんがセレクトした、クリスマスや冬にオススメの本を２００冊用意します。最終日に 

は、ワークショップやパントマイムのパフォーマンス、図書館の蔵書チャリティマーケットなどのクロージン 

グイベントを実施します。 
期   間：１１月１日（金）～１２月２５日（水） 
時   間：各日１１：００～２１：００ 
場   所：ラクーア４F 中央エレベーターホール 
クロージングイベント： 
       日   時：１２月２５日（水） １４：００～２０：００ 
       場   所：ラクーア４Ｆ 中央エレベーターホール 
主な内容：本の森オリジナルのはんこを使ったしおりを作るワークショップ 

（参加費 ３００円）や、「金子しんぺいさん 本と楽しむパントマイ 
ム」と題したパフォーマンス（１８：００～）をお楽しみいただけます。また、ラクーア図書館の 
蔵書を購入できるチャリティマーケット（１７：００～）を行います。 

       ※ワークショップの所要時間は約１５分。予約不要、当日受付、なくなり次第終了 

         ※パフォーマンスの所要時間は約２０分 

         ※チャリティマーケットの本の購入金額はお客様自身で設定、返品不可。収益は「子供地球基金」に全額寄付 

 
 

クリスマス情報 

（イメージ） 

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） 

 

https://www.laqua.jp/
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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２０１９』                              
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 

２０１９』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します。 

 

◎期 間：２０１９年１１月２５日（月）～１２月２５日（水） 

◎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/happyxmas2019/ 

◎内 容： 

★イルミライド３ 

●期 間：２０１９年１１月２５日（月）～２０２０年２月２６日（水） １７：００より販売  

※１／６（月）からは平日は１６：００より販売 

●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 １,８００円 

※１２／２１（土）～２５（水）は２,０００円 

 

★ビッグ・オー スキップパス 

●日 時：２０１９年１２月２１日（土）～２５日（水） １７：００～２１：００（３０分単位で販売） 

※１２／２４（火）、２５（水）は２２：００まで 

●内 容：クリスマス期間限定で、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 １,２００円（４名様まで） 

※別途アトラクションチケットが必要 

●販売場所：ラクーアチケットカウンター 

●販売日時：【前売り】２０１９年１２月１日（日）～２０日（金） 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階フロアにて当日券を販売 

 

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 

 

◆屋内型キッズ施設｢ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ）｣『クリスマス２０１９』                                     

屋内型キッズ施設「ＡＳＯＢｏｎｏ！（アソボーノ）」では、２０１９年１２月２１日（土）～２５日（水）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１３日（水）～１２月２５日（水）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：２０１９年１２月２１日（土）～２５日（水）  

  ◎時 間：１１：００～１７：００ 

◎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：２０１９年１２月２４日（火）～２５日（水）  

◎時 間：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お渡しします。 

 

 

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、２０１９年１１月１３日（水）～１２月２５日（水）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、皆さまをお出迎えします。 

また､毎年恒例のウルトラヒーローショー＆ホテルブッフェやクリスマスケーキをご用意します。 

 

東京ドームホテル特別企画『ウルトラヒーローズ クリスマスファミリーパーティ ２０１９』 

東京ドームホテルでは､２０１９年１２月２２日(日)に「ウルトラヒーローズ クリス 

マスファミリーパーティ ２０１９」を開催します。 

今年は､ウルトラマンタイガ・ウルトラマンタイタス・ウルトラマンフーマをはじめ 

ウルトラセブン・ウルトラマンゼロが繰り広げる迫力満点のショーをお楽しみいた

だけます。さらに、ショーには『ウルトラマンタイガ』主人公・工藤ヒロユキ 

（演：井上祐貴さん）が登場します。 

お食事はお子様に人気のメニューを中心にブッフェスタイル（フリードリンク付 

き）でご用意します。 

   

◎日 時：２０１９年１２月２２日（日） 

第１回 １１：００～ （お食事１１：００～、ショー１１：４５～、写真撮影会１２：３０～） 

第２回 １４：００～ （お食事１４：００～、ショー１４：４５～、写真撮影会１５：３０～） 

第３回 １７：００～ （お食事１７：００～、ショー１７：４５～、写真撮影会１８：３０～） 

◎場 所：東京ドームホテルＢ１ 大宴会場「天空」 

  ◎料 金：大人（中学生以上）    １２,０００円 

             お子様（３歳～小学生）  ８,０００円 

             ※お食事、お飲物、オリジナルクリスマスショー、サービス料込み 

            ※２歳以下のお子様でも、座席を利用する場合は有料 

◎内 容：◇着席ブッフェスタイルのお食事（フリードリンク付き） 

             ◇ウルトラヒーローによるお出迎え 

             ◇オリジナルクリスマスショー 

             ◇ウルトラヒーローとの写真撮影会、お土産付き（お子様券ご購入のお客様のみ） 

◎予 約：東京ドームホテル 公式ウェブサイト https://www.tokyodome-hotels.co.jp/  

 

 

 

 

 

クリスマスケーキ ２０１９ 

世界の洋菓子大会で受賞歴のある東京ドームホテルのシェフ ド パティシエ 伊藤路春監修のもと、年に 

１度のクリスマスに皆さまが笑顔になるような華やかさを演出したクリスマスケーキを各種ご用意します。 

昨年も大好評だった『ジュエリーボックス・ノエル』はデザインを一新し、輝く光の演出をプラス。恒例の『クリス 

マスドーム』や『ノエル・ノエル』など、全部で５種類のクリスマスケーキを販売します。 

 

◎予約期間：２０１９年１１月１日（金）～１２月１９日（木） 

             ※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  

  ◎引き渡し期間：２０１９年１２月２０日（金）～２５日（水） 

             ※引き渡し時間 １１：００～２０：００ 

      

     

ジュエリーボックス・ノエル （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 スーパーダイニング｢リラッサ｣ ＴＥＬ．０３－５８０５－２２７７ 

 

 ©円谷プロ  

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（受付時間 １１：００～１８：００） 
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◆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、２０２０年１月１日（水･祝）～５日（日）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。 

  

絵馬に願いを 

  ◎期 間：２０２０年１月１日（水・祝）～５日（日） 

  ◎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：２０２０年１月１日（水･祝）～５日（日） 

◎時 間：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：２０２０年１月１日（水･祝）～３日（金）  

◎時 間：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｡ 

 

 

◆『東京ドームシティに獅子舞がやってくる！』                                     

２０２０年１月１日（水・祝）～３日（金）の期間、東京ドームシティ内店舗を獅子舞が回遊し１年間の無病息災 

を願います。 
 

◎期 間：２０２０年１月１日（水・祝）～３日（金）  

◎時 間：１１：００～１７：００ 

◎対象店舗：ミーツポートショップ＆レストラン 

           フードコートＧＯ－ＦＵＮ 

           Ｈｉ！ＥＶＥＲＹＶＡＬＬＥＹ 他 

           ※店舗詳細に関しては、東京ドームシティ公式サイトを確認 
 

◆『新春！運試し射的＆くじびき』                                            

Ｈｉ！ＥＶＥＲＹＶＡＬＬＥＹでは、２０２０年１月１１日（土）～１３日（月・祝）の期間、シティ内店舗・黄色いビル施 

設をご利用いただいた方へ、射的＆くじびきに参加いただけるイベントを実施します。 
 

  ◎期 間：２０２０年１月１１日（土）～１３日（月・祝） 

  ◎時 間：１２：００～１８：００ 

  ◎参加条件：【対 象 店 舗】 当日の利用レシート提示 ※金額規定無し 

               【黄色いビル施設】 利用者へ参加券のついたチラシを配布します。 

             ※詳細に関しては､東京ドームシティ公式サイトを確認 

 

 

昨年の様子 

お正月情報 

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） 

（イメージ） 

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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©2019 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映 

 

 

 
 
◆騎士竜戦隊リュウソウジャーショー シリーズ第４弾 

『ソウルをひとつに！解き放て新たなる騎士竜！！』   

スーパー戦隊シリーズ４３作目となる「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４弾

を、２０２０年１月２６日（日）まで｢シアターＧロッソ｣にて開催中です。シリーズ第４弾「ソウルをひとつに！解き放

て新たなる騎士竜！！」では、リュウソウレッドの相棒である騎士竜ティラミーゴがシアターＧロッソに初登場す

るほか、新たなる騎士竜プテラードンの力で、リュウソウレッドがパワーアップします。さらに、恐竜のスーパー 

戦隊レッドたちが応援に駆けつけるなど、大迫力のショーを繰り広げます。 

 

◎期 間：２０１９年１１月２日（土）～２０２０年１月２６日（日）までの土日祝 

※１２／２５（水）～１／５（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：通常公演 １,６００円（３歳以上） 

※２歳以下は膝上観覧無料（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初回開演の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ロッソに突然、巨大なマイナソーが襲って来た！ 

助けに来るリュウソウジャー。 

だが、敵の特殊な能力によって、ピンチが訪れる。 

リュウソウルを駆使して戦うも、 

更なるピンチが襲いかかり……！？ 

みんな、うがい手洗いをして応援するティラ！！ 

 

★恐竜のスーパー戦隊レッドたちも応援に！  

ショーにはリュウソウジャーに加え、月替わりで過去の恐竜のスーパー戦隊が登場します。１１月は 

爆竜戦隊アバレンジャーからアバレッドが駆けつけます。 

 

★握手会にもティラミーゴが登場！  

シアターＧロッソでは、ショー終了後にリュウソウジャーとの握手会を開催しています（１名様５５０円、数

量限定）。シリーズ第４弾限定で、ショーだけでなく握手会にもティラミーゴが登場。また、握手会に参加し 

たお客様には、シアターＧロッソオリジナル リュウソウジャーサイン色紙をプレゼントします。 

※握手会は通常公演のみ開催 

 

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 

ファミリーイベント情報 
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◆『ウルトラヒーローズＥＸＰＯ ２０２０ ニューイヤーフェスティバル ＩＮ 東京ドームシティ』                                

東京ドームシティ プリズムホール（文京区後楽１－３－６１）では、２０１９年１２月２８日（土）～２０２０年１月 

５日（日）の期間、冬恒例のファミリーイベント『ウルトラヒーローズＥＸＰＯ ２０２０ 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。 

今回は、会場内を「バトルステージ」と「エキスポ会場」に大きく２つに分けて展開します。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」では、ＴＶシリーズ『ウルトラマンタイガ』（テレビ東京系にて毎

週土曜日朝９時～放送中）内で、最新ヒーロー・ウルトラマンタイガに変身

する工藤ヒロユキ役・井上祐貴さん、謎多き宿敵ウルトラマントレギアに変

身する霧崎役・七瀬公さんが全ステージに出演します。また、入場当日

であれば何度でも再入場できるエキスポ会場では、写真撮影コーナーや、

限定グッズも購入可能な物販コーナーなどをお楽しみいただけます。 

                         

◎期 間：２０１９年１２月２８日（土）～２０２０年１月５日（日） 

◎時 間：「バトルステージ」 ステージ公演時間別の入場 

「エキスポ会場」 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 ２,９００円、こども ２,３００円 

当日：おとな ３,１００円、こども ２,５００円 

●セブンチケット限定 親子ペア券（ＥＸＰＯオリジナル ウルトラタイガアクセサリー ゼロレット付） 

前売：５,６００円 

●ローソンチケット限定 指定席付券（ＥＸＰＯオリジナル ウルトラマンゼロ１０周年記念ソフビ付） 

前売：おとな ３,５００円、こども ２,９００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 

おとな ２,４００円、こども １,８００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、ただし指定席をご利用の場合は指定席券が必要 

※各券種とも、上限に達し次第販売終了 

◎Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ultra-expo.com/prism/2020/ 

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

◎主な内容： 

バトルステージ ※チケット１枚につき１回のみ観覧可 

★ウルトラマンバトルステージ 

最新ヒーローのウルトラマンタイガ、ウルトラマンタイタス、ウルトラマンフーマをはじめ、たくさんのウ 

ルトラヒーローたちが熱い戦いを繰り広げる大迫力のステージです。工藤ヒロユキ役・井上祐貴さん、 

霧崎役・七瀬公さんが毎日、全ステージに登場します。 

●座 席 数：約９５０席（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時間前より入場可 

※出演ヒーロー、時間は変更となる場合あり 

※バトルステージ内での撮影不可 

エキスポ会場 ※当日チケットで何度でも入場可 

★ウルトラショット（有料） 
憧れのウルトラヒーローと記念撮影ができるコーナー。毎日多くのウルトラヒーローが登場します。 

★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。） 

 

 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 

 

 ©円谷プロ 
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©円谷プロ 

 

 
 

◆ＴｅＮＱ企画展『ウルトラマンゼロ １０年の軌跡』                                     

宇宙ミュージアムＴｅＮＱでは、２０１９年１１月８日（金）～２０２０年３月１日（日）の期間、館内の企画展示

室にて企画展『ウルトラマンゼロ １０年の軌跡』を開催します。 

時空と宇宙を超えて戦うヒーロー「ウルトラマンゼロ」の登場１０周年を記念する 

本展では、実際の宇宙との比較を交え、ウルトラマンゼロの１０年の軌跡をたどり 

ます。また、多元宇宙【マルチバース】を行き来する能力を持つウルトラマンゼロ 

を中心に、ウルトラマンシリーズ作品の舞台となった宇宙とウルトラヒーローの 

活躍を紹介するほか、【マルチバース】について研究者が解説し、より深く宇宙に 

ついて考察するなど、ＴｅＮＱならではの視点でウルトラマンゼロと宇宙の魅力に 

迫ります。 
 

◎期 間：２０１９年１１月８日（金）～２０２０年３月１日（日） 

◎場 所：ＴｅＮＱ内 企画展示室 

◎料 金：ＴｅＮＱ入館料に含む 

◎科学協力：鎌田耕平（東京大学ビッグバン宇宙国際研究センター） 

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

◎主な内容 :実 際 の宇 宙 との比 較 を交 え、ウルトラマンゼロの１０年 の軌 跡 をたどります。また、 

ウルトラマンギンガ、ウルトラマンエックス等のニュージェネレーションヒーローズが存在する 

様々な宇宙やウルトラマンゼロの活躍を紹介。さらに、東京大学ビッグバン宇宙国際研究 

センターの鎌田耕平さんに【マルチバース】の解説をいただき、より深く宇宙について考察す 

る展示を行います。 

 

◆『ＴｅＮＱファミリーデー』                                                    

家族で一緒に宇宙を楽しめるファミリーイベント『ＴｅＮＱファミリーデー』を実施します。本イベントでは、実施日

に限り０歳のお子様から入館いただけます。（通常は４歳未満入館不可） 
 

◎日   程：２０１９年１１月９日（土）、１０日（日）、２３日（土・祝）、２４日（日）、 

１２月７日（土）、８日（日）、２１日（土）、２２日（日）、２７日（金）～３１日（火） 

        ２０２０年 １月１日（水・祝）～５日（日）、１１日（土）～１３日（月・祝）、２５日（土）、２６日（日） 

◎入 館 料：０～３歳無料 ※その他券種は通常通り販売 

◎内 容：当日に限り、０歳のお子様から入館いただけます。 

（通常は４歳未満入館不可） 

※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、通行可（預かり、貸出は不可） 

※２０２０年２月以降の日程や詳細は公式サイト（https://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/）を確認 

 
 
【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 
※最終入館は２０：００ 

※１２／３（火）・４（水）は施設点検のため休館 

※１２／３０（月）～１／３（金）は１０：００～２０：００(最終入館１９：００) 

◎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 
※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） 

 

 

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 

 

過去の様子 

https://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/
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全国ご当地どんぶり選手権 

前回グランプリ 

 

 
 
 
 
◆『ふるさと祭り東京２０２０－日本のまつり・故郷の味－』                                

ふるさと祭り東京実行委員会は、『ふるさと祭り東京２０２０－日本のまつり・故郷の味－』を、東京ドームにて 

２０２０年１月１０日（金）～１９日（日）の１０日間開催します。これまで延べ４００万人以上を動員した『ふるさと

祭り東京』。１２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。 

食の人気コーナー「全国ご当地どんぶり選手権」では、１０月下旬に開催された予選会を勝ち抜いた１１の 

どんぶりが、前年上位のシード３どんぶりに挑みます。 

「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、巨大な山車を男衆が担ぎ上げる、四国三大祭りの１つ『新居浜太鼓祭り』など、

各地に伝わるお祭りがステージを彩ります。 

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：２０２０年１月１０日（金）～１９日（日） 

◎時 間：１０：００～２１：００（入場は閉場の３０分前まで） 

※１／１９（日）は１８：００閉場 

◎場 所：東京ドーム 

◎料 金：前売券 １,６００円／当日券 １,８００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１１回全国ご当地どんぶり選手権 

前回上位の３つのシードどんぶりと、予選会を勝ち抜いた１１どんぶりの計１４

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）や、巨大な山車を約１５０人の男衆が担ぎ上げる、四国

三大祭りの１つ『新居浜太鼓祭り』（愛媛県）、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）では、実際

に使用されている山車や竿燈を東京ドームに運び込み、ご当地同様の迫力ある 

演舞を行います。 

また、初登場となる『黒石よされ』（青森県）、『福知山おどり』（京都府）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、１０日間で全国各地から２０を超えるお祭り団体が集まり、 

日替わりで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（うしぶか）ハイヤ祭り』など 

 

★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。 
 

 

のどぐろ丼 

出雲 日本海 

（島根県） 

東京ドームイベント情報 

青森ねぶた祭 

 

会場の様子 

 
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 
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◆『第１９回東京国際キルトフェスティバル－布と針と糸の祭典－』                     

東京国際キルトフェスティバル実行委員会は、『第１９回東京国際キルトフェスティバル－布と針と糸の 

祭典－』を東京ドームにて、２０２０年１月２３日（木）～２９日（水）の７日間開催します。 

今回の特別企画、１つ目は、「キルトが奏
かな

でるミュージック」です。第一線の 

キルト作家８名（鷲沢玲子さん、キャシー中島さん、上田葉子さん、小関鈴子 

さん、片桐好子さん、斉藤謠子さん、阪本あかねさん、𠮷田波知子さん）が、 

それぞれ愛する世界をキルトで奏で、“音楽の館”を築き上げていきます。 

２つ目は、「英国キルト・布の宝石の旅～アンティークから現代アートまで～」

です｡今回はイギリスの長い伝統を誇ってきた文化を保全するために活動して

きた｢英国キルト遺産プロジェクト」の協力を得て、蒐集されたコレクションの中 

から１９世紀初頭以降の歴史的かつ貴重な名品を展示いたします。 

  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３００点を展示します。 

                

◎期 間：２０２０年１月２３日（木）～２９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 ２,０００円／当日券 ２,２００円 ※小学生以下は無料、但し大人の付き添いが必要 

◎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 

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

 

 

◆『テーブルウェア・フェスティバル２０２０～暮らしを彩る器展～』                     

テーブルウェア・フェスティバル実行委員会は、『テーブルウェア・フェスティバル２０２０～暮らしを彩る器 

展～』を東京ドームにて、２０２０年２月２日（日）～１０日（月)の９日間開催します。 

今回の特集企画は、美食やファッションで知られる“イタリア”をテーマに、 

個性的でインパクトのある食器から職人手作りの味わい深い食器まで、多種 

多様な素材を用いた豊かなイタリアの食卓をご紹介します。 

  また、千年以上の歴史と伝統を大切にしながらも現代の感性で新しく創り 

出されている瀬戸焼の特集や、ジャポニズムをテーマとしたセッティングの 

展示をします｡ 

さらに、令和初となる本開催を記念し、中田英寿氏率いるジャパンクラフト 

サケカンパニーによる日本酒をテーマとした特別企画をはじめ、２０２０年 

スペシャルコンテンツもご用意します。 

 

◎期 間：２０２０年２月２日（日）～１０日（月） 

◎時 間：１０：００～１９：００（入場は閉場の６０分前まで） ※初日は１１：００開場、最終日は１８：００閉場 

◎場 所：東京ドーム 

◎料 金：前売券 １,９００円／当日券 ２,２００円 ※小学生以下は無料、但し大人の付き添いが必要 

◎主 催：テーブルウェア・フェスティバル実行委員会 

（読売新聞社・株式会社東京ドーム） 

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

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 

 

 

 

 

作 上田葉子 

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 

 

 

 

 



  

 

 
         
   

■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１１月７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 

 

ファーストキャビン 東京ドームシティ 

 

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 


