
 

 

夜叉姫たちのハーブティー 
殺生丸のクリーム牛丼 
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とわ＆せつなのクレープ 

2021年 7月 19日 

 

報道関係各位 

 

 

株式会社東京ドーム 

東京ドームシティ アトラクションズでは、世界中で参加者を熱狂させる「リアル脱出ゲーム」と『犬夜叉』『半妖の

夜叉姫』の2作品と初となるコラボレーションが実現した、リアル脱出ゲーム「妖気漂う遊園地からの脱出」を2021年

7月21日(水)から期間限定で開催します。開催期間中、東京ドームシティでは本イベント限定のコラボフード＆グッ

ズを販売します。イベントが開催される東京ドームシティ アトラクションズだけでなく、シティ全体で犬夜叉や夜叉姫

たちの世界観をお楽しみいただけます。 

また、東京ドームシティ アトラクションズの地下道では数百枚にも及ぶアニメの場面写真を掲出した、巨大展示

も展開します。『犬夜叉』『半妖の夜叉姫』それぞれのシーンや、名場面を集めたモザイクアートとなっており、当時

のアニメ放映を思い出しながらイベントに参加できるものとなっております。 

【コラボフード(全 19種)】 ※画像はフード、グッズともにイメージです ※料金はフード、グッズともに税込です 

コラボフードを 1品ご注文につき、オリジナルクリアポストカード（全 8種）をランダムで 1枚プレゼント！ 

HOT DOG STANＤ 販売期間：7月 21日(水)～9月 26日(日) 

・犬夜叉のよくばりドッグ   750円 

・七宝のマリトッツォ                     750円 

・雲母のレモンスカッシュフロート             650円 

・かごめのお弁当ロール                 750円 

・もろはのピリ辛ドッグ                      750円 

・キャラプリドリンク（全 4種）               800円 

マリオンクレープ 販売期間：7月 21日(水)～10月 31日(日) 

・殺生丸のクレープ                        830円 

・とわ＆せつなのクレープ                 830円 

イベントキッチンカー【第一弾】 販売期間：7月 21日(水)～8月 31日(火) 

・犬夜叉のトマト風味まぜそば  1,000円 

・かごめの冷やしおでん   800円 

・七宝のクリーム大判焼きマンゴーソース掛け 800円 

・バラエティー豚串揚げ 半妖の夜叉姫 Ver.  800円 ※「バラエティー豚串揚げ 半妖の夜叉姫 Ver.」は第二弾でも販売予定 

イベントキッチンカー【第二弾】 販売期間：9月10日(金)～9月30日(木)、10月1日(金)～10月31日(日)の金土日 

・邪見のポテトフライ               800円 

・殺生丸のクリーム牛丼   1,000円 

・雲母のチョコバナナクレープ        800円  

春風萬里 販売期間：7月 21日(水)～10月 31日(日) 

・夜叉姫たちのハーブティー               800円 

 

犬夜叉のよくばりドッグ 

TVアニメ『犬夜叉』『半妖の夜叉姫』とリアル脱出ゲームの初コラボレーション 

東京ドームシティ アトラクションズ 期間限定イベント 

「妖気漂う遊園地からの脱出」 
イベント限定のコラボフード＆グッズが登場！ 

 
数百枚に及ぶアニメの場面写真を掲出した巨大モザイクアートも出現！ 

犬夜叉とかごめのキャラプリドリンク 

七宝のクリーム大判焼きマンゴーソース掛け 



【コラボグッズ(全 7種)】 

東京宝島  

・脱出成功ステッカーセット 全 2 種 (犬夜叉/半妖の夜叉姫) 各 300 円 

・謎付きクリアファイル     全 2 種 (犬夜叉/半妖の夜叉姫) 各 1,000 円 

・謎付きクリアファイルセット       2,000 円 

・アクリルキーホルダー（犬夜叉） 全 6 種 ※ランダム販売  各 800 円 

・アクリルキーホルダー（半妖の夜叉姫） 全 6 種 ※ランダム販売 各 800 円 

・アクリルキーホルダーセット 全 2 種 (犬夜叉/半妖の夜叉姫)     各 4,800 円 ※6 種が各 1 個ずつ入ったセット 

・缶バッジ（犬夜叉）全 6 種 ※ランダム販売   各 300 円 

・缶バッジ（半妖の夜叉姫）全 6 種 ※ランダム販売  各 300 円 

・缶バッジセット全 2 種（犬夜叉/半妖の夜叉姫）   各 1,800 円 

・冷感ネックタオル 全 2 種（犬夜叉/半妖の夜叉姫）  各 2,000 円 

・シリコンバンド 全 2 種（犬夜叉/半妖の夜叉姫）   各 500 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地下道巨大モザイクアート】※画像はイメージです 

 

【開催概要】 

■タイ トル：リアル脱出ゲーム×『犬夜叉』『半妖の夜叉姫』 

「妖気漂う遊園地からの脱出」 

■開催期間：2021年 7月 21日（水）～9月 26日（日）までの毎日 

2021年 10月 1日（金）～10月 31日（日）までの金土日 

※今後の社会状況によって開催内容・会期に変更が生じる場合があります 

■時 間：平日 14:00～21:00 土日祝・お盆 10:00～21:00 
※お盆期間は 8 月 7 日(土)～8月 15 日(日) 

         ※閉園時間に関わらず 19:00 受付終了 

※今後の社会状況によって変更が生じる場合があります 

■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）小学生以上共通 前売 3,600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 4,900円 

イベント参加券（ワンデーパスポート付）こども（小学生） 前売 3,600円、当日 3,900円 

■前 売 券：一般販売 7月 10日（土）12:00～ 

スクラップチケット、セブンチケット、イープラス、ローソンチケット、チケットぴあにて販売 

※前売券は各公演日の前日 23:59 まで購入可能、日時指定制 
※各種先行販売の詳細は下記特設サイトをご確認ください 

■特設サイト：https://realdgame.jp/inuyasha-yashahime/ 

 

謎付クリアファイルセット 

全 2 種（犬夜叉/半妖の夜叉姫） 

 

冷感ネックタオル 

全 2種（犬夜叉/半妖の夜叉姫） 

アクリルキーホルダー 

（犬夜叉） 

缶バッジ 

（半妖の夜叉姫） 



【プレイ形式】 

・制限時間：なし／想定所要時間：120～180分程度  

・人 数：1人～何人でもプレイ可能 

・ス ター ト：受付ブースにて専用キットを受け取り後、随時スタート 

※本脱出ゲームは「LINE」アプリの使用が必須となりますので、予めご準備の上ご参加ください 

【プレイイメージ写真】 
 
 

 

 

 

 

 

 

【ストーリー】 

時は、戦国時代ーー。 

平和に暮らしていたあなたの前に、突如一体の妖怪が襲いかかる。手も足も出ず絶体絶命のそのとき……！ 

「どいてろ！ 風の傷！」 

犬夜叉が現れ、黄色い閃光とともに妖怪に斬りかかる！ 

命拾いしたあなた。 

しかし、妖怪はあなたに「死の呪い」をかけ姿を消してしまった。 

妖怪が去った方角には、最近現れた“遊園地”という場所がある。 

“遊園地”とは、戦国時代にはない娯楽で溢れ、快楽を求めた人々が集う楽園だという。 

しかし行って帰ってきた者は一人もいないらしい……。 

あなたは犬夜叉たちと、そして時代を越え、夜叉姫たちと妖怪に立ち向かう！ 

果たして、「死の呪い」から逃れることはできるのか!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎お客様からのお問い合わせ先 

＜本イベントに関するお問い合わせ＞ 東京ドームシティ アトラクションズ TEL.03-3817-6001 

＜ゲームに関するお問い合わせ＞ 株式会社 SCRAP TEL.03-5341-4570 （11:00～19:00） 

◆前売り券ご購入で「メインビジュアルフォトカード」をプレゼント！ 

前売りでチケットをお買い求めいただいた方全員にメインビジュアルフォトカード（非売品） 

を会場にてプレゼントします。 東京ドームシティ アトラクションズの広大な風景を背景 

にしながら、記念写真を撮れる仕様になっています。 

 

〈特典付きチケット：雲母のトートバック＆ポーチセット（謎付き）〉 

「妖気漂う遊園地からの脱出」のイベント参加券に、本イベント限定特典 

「雲母のトートバック＆ポーチセット（謎付き）」が付属したスペシャルなチケットを、 

数量限定で販売します。（イベント参加料金＋3,300円） 

※詳細はイベント公式サイトをご確認ください 



■リアル脱出ゲームとは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■TVアニメ『犬夜叉』とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■TVアニメ『半妖の夜叉姫』とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メインビジュアルご掲載の際は必ず 

「©SCRAP ©高橋留美子／小学館・読売テレビ・サンライズ 2009 ©高橋留美子／小学館・読売テレビ・サンライズ 2020」を添えていただけますよう、 

お願いします 

※『犬夜叉』のキービジュアルをご掲載の際は、必ず「©高橋留美子／小学館・読売テレビ・サンライズ 2009」を添えていただけますよう、お願いいたします 

※『半妖の夜叉姫』のキービジュアルをご掲載の際は、必ず「©高橋留美子／小学館・読売テレビ・サンライズ 2020」を添えていただけますよう、 

お願いいたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※東京ドームシティでは、お客様およびスタッフの安全を守るため、業界団体のガイドライン等に準じた感染症拡大防止対策を実施しています 

感染症拡大防止対策の詳細につきましては、東京ドームシティ アトラクションズおよび東京ドームシティ公式サイトをご覧ください 

※今後の社会状況により、会期・内容が変更になる場合がございます。最新の状況は、イベント特設サイト・公式サイトをご確認ください 

 

原作は、週刊少年サンデーにて 1996 年から 2008 年まで連載された高橋留美子作のコミック『犬夜叉』。

戦国御伽草子と銘打ち、妖怪が跋扈する戦国時代と現代を舞台に繰り広げられるファンタジー活劇であ

りながら、登場人物それぞれの人間関係、恋愛模様が繊細に描かれた。2000年より TVアニメ『犬夜叉』

が、2009 年より TV アニメ『犬夜叉 完結編』が放送され、映画 4 作品も劇場公開。様々なコンテンツで展

開され、今でも多くのファンに愛され続けている大人気作品。 

読売テレビ・日本テレビ系にて 2020 年 10 月 3 日から 2021 年 3 月 20 日まで放送された TV アニメ。   

『犬夜叉』の登場人物である殺生丸の双子の娘・とわとせつな、犬夜叉とかごめの娘・もろはをメイン   

キャラクターとした新しい物語。その続編となる弐の章は、読売テレビ・日本テレビ系にて 2021 年 10 月  

2 日から毎週土曜夕方 5時 30 分～（※一部地域を除く）、放送されることが決定！ 

 

『半妖の夜叉姫』 公式サイト： http://hanyo-yashahime.com/ 

『半妖の夜叉姫』 公式 Twitter(@hanyo_yashahime)： https://twitter.com/hanyo_yashahime 

『半妖の夜叉姫』 公式 Instagram(@hanyo_yashahime_official)： 

https://www.instagram.com/hanyo_yashahime_official/ 

『半妖の夜叉姫』公式 LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40078peoxb 

2004 年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった 

「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた  大胆な遊びが「リアル脱出    

ゲーム」。マンションの 1 室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、様々な場所で開催

されている。07 年に初開催して以降、現在までで 820 万人以上を動員している。日本のみならず上海、

台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆ

る世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテイメントである。 

※「リアル脱出ゲーム」は株式会社 SCRAPの登録商標です。 

☆リアル脱出ゲーム公式サイト→https://realdgame.jp☆ツイッターアカウント→@realdgame 


