※今後の社会状況により開催内容等が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

2021 年 6 月 9 日
報道関係各位
株式会社東京ドーム

東京ドームシティ Gallery AaMo（ギャラリー アーモ）

『恐竜展 2021』 追加情報！
夏休みの思い出作りにぴったりな企画を多数実施
コラボメニューやファミリー向けワークショップの開催決定！
東京ドームのジャイアンツ戦観戦がセットになったチケットも販売！！
東京ドームシティ（文京区後楽 1-3-61）の「Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ（ギャラリー アーモ）」では、2021 年 7 月 10 日
（土）～9 月 5 日（日）の期間、子どもから大人までみんなで楽しめる、『恐竜展 2021』を開催します。
本展は、1億6,000万年もの時間をかけて大きく進化を遂げた恐竜の姿を、世界でもトップレベルの展示と研
究成果を誇る福井県立恐竜博物館が所蔵する、恐竜の全身復元骨格などを通して紹介。最新の研究に基づ
き、その生態や繁栄の謎に迫ります。さらに会場では、全長12mの実物大ティラノサウルスロボットが登場す
るほか、クリエイティブカンパニー「NAKED, INC.」によるティラノサウルスとトリケラトプスの対決をテーマに制
作した大迫力の大型映像も披露するなど、「恐竜の生きた姿」を体感できる展覧会です。
この度、展覧会期間中は、東京ドームシティ内の「Hi!EVERYVALLEY（ハイ！エブリバレー）」が『ジュラシック
バレー』として展開することが決定。エリア内では展覧会にちなんだコラボメニューの提供や、ファミリー向けの
人気ワークショップの実施、恐竜の世界観を感じられる装飾などをお楽しみいただけます。さらに、東京ドーム
で開催するジャイアンツ戦の観戦がセットになった親子向けのスペシャルチケットを数量限定で販売するなど、
夏休みの思い出作りにぴったりの企画をお知らせします。

SCHMATZ
「お子様恐竜ドッグセット」

山本のハンバーグ MeatBall and Wine
「恐竜レッグセット」

DUMBO Doughnuts and Coffee
「ダイナソードーナツ」

マリオンクレープ（Hi!EVERYVALLEY 店）
「恐竜の世界！ダイナソークレープ」

※画像はイメージ

東京ドームシティ内の「Hi!EVERYVALLEY」が『ジュラシックバレー』に大変身！
①恐竜コラボメニューが登場
「恐竜展2021」にちなんだオリジナルコラボメニューを提供します。
◎期
間：2021年7月10日（土）～9月5日（日）
◎店舗とメニュー：
・SCHMATZ 「お子様恐竜ドッグセット」 800 円
恐竜の頭の形をしたバーベキュー味のミニホットドッグにポテトとオレンジジュースのセットです。
ケチャップで恐竜の顔を描くことができます。
・山本のハンバーグ MeatBall and Wine 「恐竜レッグセット」 900円
恐竜をイメージしたターキーレッグと皮付きポテトの盛り合わせです。

・タイ料理ダオタイ 「大噴火！恐竜火山カレー」 900円、「恐竜パクチーサラダ」 800円
恐竜の形をしたフライドポテトと唐辛子のレッドカレーの火山で恐竜の世界を表現。また、恐竜の卵
をイメージしたピータンと、恐竜の形をした野菜がのったタイハーブのサラダも提供します。
・DUMBO Doughnuts and Coffee 「ダイナソードーナツ」 460 円
ドーナツ全体を恐竜に見立て、クリームチーズの質感とクラッカーで恐竜の皮膚のゴツゴツ感を再
現しました。
・マリオンクレープ（Hi!EVERYVALLEY店） 「恐竜の世界！ダイナソークレープ」 750円
チョコミントアイスで恐竜の卵、チョコホイップといちごソースで火山の噴火、バナナとブラウニーで
木と岩、アーモンドで恐竜の足跡を表現した世界観あふれるクレープです。
②親子で楽しめる恐竜ワークショップ開催
4種の親子向け、子ども向けのワークショップを開催します。

化石発掘体験

きょうりゅうせっけん作り

※画像はイメージ

ペイント・ザ・ダイナソー

きょうりゅうペーパークラフト

◎開 催 日：2021年7月10日（土）～9月5日（日）の土日祝日、8月10日（火）～16日（月）
◎場
所：東京ドームシティ内 「Hi!EVERYVALLEY」、クリスタルアベニュー（Gallery AaMo正面）
◎時
間：11：00～16：00
◎内
容：
・化石発掘体験 1,000円
ハンマー（木製）とノミ（木製）・ハケを使い、巨大な石膏の塊の中に埋まっているアンモナイトや三
葉虫、モササウルスなど本物の化石を発掘できます。
・きょうりゅうせっけん作り 1,000円
赤・青・黄のなかから好きな原料を選び、ティラノサウルスやトリケラトプスなど恐竜の形の固形
せっけんを自分の手で作るワークショップです。
・ペイントダイナソー 800円
白い恐竜の素体に水性アクリル絵の具と筆を使い好きな色を塗って、自分だけのオリジナルの
恐竜フィギュアが作れます。
・きょうりゅうペーパークラフト 500円
タマゴの形をしたダンボールの中から恐竜が出現。クレヨンで好きな色を塗って、自分だけのオリジ
ナルの恐竜が作れる簡単な工作ワークショップです。
※天候・混雑状況により時間は変更となる場合あり、各ワークショップは材料がなくなり次第終了

③恐竜装飾
フォトスポットの設置や恐竜の装飾など、恐竜の世界観を体感できます。
各種チケット
東京ドームのジャイアンツ戦も一緒に楽しめるスペシャルチケットなど、各種チケットを販売します。
●スペシャルチケット（各種） 【前売のみ】
券

種

チケット料金（税込）
一般

中・高校生

こども（4歳以上）

●スペシャルチケット
①

読売ジャイアンツ×『恐竜展2021』
グッズ付親子チケット
※250組500名様限定

②

前売 親子セット券

③

期間限定「アーリー割」チケット
※7月10日（土）～19日（月・祝）来館者対象

【共通料金】
6,000円
※こども、または中高生＋一般
【共通料金】
1,600円
※こども＋一般
1,100円

800円

600円

◎チケット販売：
・①は『恐竜展2021』の親子チケットに、東京ドームで開催される読売ジャイアンツ公式戦1試合の指定席C
（大人券）1枚、同（小中高生券）1枚とオリジナルグッズが1点ついたチケットです。発売日やグッズに関す
る詳細は決まり次第、特設サイト（https://kyoryu2021.com/）等で発表します。
販売はGIANTSオフィシャルチケット、イープラス
対象となる読売ジャイアンツ公式戦は、下記9試合です。いずれも会場は東京ドーム。
購入時に、下記3連戦（3カード）中で、いずれかのカードを選択。選択したカードの中のお好きな1試
合に来場できます。
8月13日（金）～15日（日） 巨人×中日戦
8月20日（金）～22日（日） 巨人×DeNA戦
8月24日（火）～26日（木） 巨人×広島戦

・②・③は2021年6月12日（土）10：00～7月9日（金）23：59、販売はローソンチケットのみ
●通常チケット
券

種

一般

チケット料金（税込）
中・高校生
こども（4歳以上）

●通常チケット
前売 入館券

1,300円

1,000円

700円

当日 入館券

1,500円

1,200円

900円

◎チケット販売：2021年6月12日（土）10：00～
ローソンチケット、イープラス、チケットぴあ、セブンチケット、
Gallery AaMoチケットカウンター（当日券のみ）
・会期初日7月10日（土）より当日料金
※3歳以下は無料（単独入館は不可）
※再入館不可
※会場の混雑状況によっては、入館までお待ちいただく場合がございます

東京ドームホテル 「ギャラリー アーモ『恐竜展2021』チケット付き宿泊プラン」
東京ドームホテルは、夏休みの楽しい思い出に『恐竜展 2021』とともに東京ドームシティを満喫していただ
ける宿泊プランを用意します。プラン特典以外にも、期間中はホテル館内のワークショップ開催や、スーパー
ダイニング「リラッサ」のキッズコーナーが恐竜コーナーに様変わりするなど楽しい企画が盛りだくさんです。
◎期
◎料

間：2021年7月10日（土）～9月4日（土）
金：ツインルーム2名様ご利用の場合 お一人様 15,750円～
（室料・朝食・サービス料・消費税込み）
◎特
典（1泊1名様料金に対して）：
・『恐竜展2021』チケット
・東京ドームシティ アトラクションズ ワンデーパスポート引換券
・東京ドームホテル館内利用券4,000円分
詳細は、東京ドームホテル 公式ウェブサイトをご確認ください。
（https://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/plan/dinosaur/）

『恐竜展2021』 開催概要
■タ イ ト ル：恐竜展 2021
■期
間：2021 年 7 月 10 日（土）～9 月 5 日（日）（58 日間） ※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）
■主
催：読売新聞社、東京ドーム
■共
催：福井県立恐竜博物館
■特別協力：福井県立大学恐竜学研究所
■Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/event/kyoryu2021.html
■特設サイト：https://kyoryu2021.com/

スタンダードツインルーム（イメージ）

■公式ツイッター：@kyoryu2021
■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
■主な内容：
◇1億6,000万年の「恐竜の進化史」を学ぼう
恐竜が出現した三畳紀から、恐竜が大型化したジュラ紀、恐竜大繁栄の白亜紀そして恐竜滅亡や鳥
への進化まで、恐竜の歴史を紹介します。
◇あの恐竜に会える！貴重な恐竜標本が間近に！
ティラノサウルス、ステゴサウルス、トリケラトプスなど日本有数の恐竜コレクションを誇る福井県立
恐竜博物館から、有名な恐竜の標本を複数紹介します。図鑑で見たあの恐竜の標本がじっくりと見ら
れます。
◇日本にも恐竜がいたの？日本が世界に誇る最先端の研究を紹介
太古の日本にも恐竜がいたことが福井県ほか各地の調査でわかってきました。福井県立恐竜博物
館の全面協力のもと、福井県で発掘された恐竜の標本も展示。さらに同館の恐竜研究の最新の成果
についても紹介します。
◇実物大！大迫力のティラノサウルスロボットを間近で体験しよう！
全長12ｍ、恐竜の中でも絶大な人気を誇るティラノサウルスの実物大のロボットが登場します。肌の
質感や動きなど、実際の恐竜の動きを研究して再現し、生きた姿を体感いただけます。
◇恐竜同士の対決を大スクリーンで見てみよう！
クリエイティブカンパニー「 NAKED, INC.」が作り上げた映像を特大スクリーンで鑑賞できます。ティラ
ノサウルスとトリケラトプスの大迫力の対決が、目の前で繰り広げられます。
※新型コロナウイルス感染症の拡大等、社会状況により、会期・内容に関しては変更となる場合がございます
「Ｇａｌｌｅｒｙ ＡａＭｏ（ギャラリー アーモ）」施設概要
感動を生み出すエンタテインメント性とアートの融合による、“楽しさ”と“ライブ感”を体験できる大人のため
の“遊べる”ギャラリー。最先端のアートから、工芸、サブカルチャーまで、様々なジャンルの催事を 1～3 ヶ月
ごとに入れ替えながら継続的に展開していきます。
所在地：東京都文京区後楽 1－3－61 東京ドームシティ クリスタルアベニュー沿い
床面積：約 830 ㎡ 天井高：約 5ｍ ＵＲＬ：https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/

新型コロナウィルス感染拡大防止について

