2021 年 10 月 15 日
報道関係各位

株式会社東京ドーム

キミのスマイルに会いたい！
『ウルトラマントリガー』メインキャストが毎日出演する

『ウルトラヒーローズEXPO 2022 ニューイヤーフェスティバル
IN 東京ドームシティ』 開催決定！
2021年12月25日（土）～2022年1月4日（火）
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、2021年12月25日（土）～2022年1月4日（火）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 2022 ニューイヤーフェスティバル ＩＮ 東京ドームシティ』を今年も開
催します。

©円谷プロ

マナカ ケンゴ
（演：寺坂頼我）

本イベントでは、会場で「キミのスマイルに会いたい！」を合言葉に、熱い戦いを繰り広げる大迫力のステージ
「NEW GENERATION THE LIVE ウルトラマントリガー編」を毎日実施します。テレビ東京系列にて毎週土曜朝9時より放
送中のテレビシリーズ『ウルトラマントリガー』で活躍するヒーロー「ウルトラマントリガー」や、主人公 マナカ ケンゴ役・
寺坂頼我さんが全ステージに登場します。さらに、『ウルトラマントリガー』のオープニングテーマを歌唱する佐久間貴生
さんや、エンディングテーマを歌唱するChouChoさん、シズマ ユナ役・豊田ルナさん、ヒジリ アキト役・金子隼也さんな
ど、さまざまな出演者が日替わりゲストとして出演します。
また、会場内にはヒーローと一緒に記念撮影ができる「ウルトラショット」や、限定グッズが購入できる「ウルトラマン
デパート」を展開するほか、1月4日（火）の千秋楽ステージは通常のステージに加え、ケンゴとともにエキスパートチーム
「GUTS-SELECT」に所属するサクマ テッシン役・水野直さん、ナナセ ヒマリ役・春川芽生さん、タツミ セイヤ役・高木勝也
さんが登場する「スペシャルトークショー」を開催します。
なお、チケットは10月17日（日）より最速先行販売（TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアムプラン）、10月20日（水）より先
行販売（TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム／スタンダードプラン）、10月23日（土）より一般販売を開始します。
そのほか、東京ドームシティ アトラクションズをはじめ、東京ドームシティ内のショップやレストランとの連動企
画を実施予定ですので続報にご期待ください。詳細は決まり次第公式WEBサイトにてお知らせします。
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イベント概要
■名
称：ウルトラヒーローズ EXPO 2022 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ
■期
間：2021 年 12 月 25 日（土）～2022 年 1 月 4 日（火） 【全 11 日間】
■時
間：9：30～17：30（時間指定）
■場
所：東京ドームシティ プリズムホール
■主
催：東京ドーム、円谷プロダクション、バンダイ
■U R L：https://www.ultra-expo.com/prism/2022/
■T w i t t e r：https://twitter.com/m78expo
■お客様からのお問い合わせ先：
イベントに関して・・・東京ドームシティわくわくダイヤル TEL.03-5800-9999（10：00～17：00）
チケットに関して・・・インフォメーションデスク https://information-desk.info/
■主な内容：
◇ステージ「NEW GENERATION THE LIVE ウルトラマントリガー編」
最新ヒーローの「ウルトラマントリガー」をはじめ、多く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。主人公 マナカ ケンゴ役・寺坂頼我さんが全ステージに登場します。
さらに、『ウルトラマントリガー』のオープニングテーマを歌唱する佐久間貴生さんや、エンディングテーマを歌唱
する ChouCho さん、シズマ ユナ役・豊田ルナさん・ヒジリ アキト役・金子隼也さんなど、さまざまな出演者が日替
わりゲストとして登場します。
◎登場ヒーロー：ウルトラマントリガーほか
◎出演（予定）：マナカ ケンゴ（寺坂頼我） ほか
※日替わりゲストの詳細は、後日公式 WEB サイトにて発表いたします。

◎座 席 数：約 600 席（全席指定）
◎時
間：10：10～、12：10～、14：10～、16：10～
※12 月 27 日（月）、28 日（火）は、16：10～の公演は行ないません。
※混雑を避けるため、規制入場・規制退場を実施する場合がございます。
※全席指定、チケット１枚につき１回のみ観覧可能です。再入場はできません。
※出演ヒーロー、時間は変更となる場合があります。
※ステージ内での撮影・録音・録画はできません。
※1 月 4 日（火） 16：10～は「スペシャルトークショー」を開催します。

「前回の様子」 ©円谷プロ

◇ウルトラショット
憧れのウルトラヒーローと一緒に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
イベント限定グッズなどを購入できる、盛りだくさんの物販コーナーです。
※各グッズの数には限りがあります。

◇ウルトラヒーローズ EXPO 2022 ニューイヤーフェスティバル スペシャルトークショー
1月4日(火)16：10～の千秋楽ステージでは、通常のステージに加え「スペシャルトークショー」を開催します。
ケンゴとともにエキスパートチーム「GUTS-SELECT」に所属するサクマ テッシン役・水野直さん、ナナセ ヒマリ役・
春川芽生さん、タツミ セイヤ役・高木勝也さんを招きイベントを行ないます。
◎日
時：2022 年 1 月 4 日（火） 16：10～の回
◎出 演 者：テレビシリーズ『ウルトラマントリガー』出演者

入場料・チケット情報
■料
金：・ベンチシート指定席券（特典付） 全日 16,000 円
ベンチシートは、一つのグループ（ご家族など）でご覧いただける座席です。
おとな 2 名とこども 2 名まで、または、おとなのみの場合 3 名までお座りいただけます。
・親子ペアシート指定席券（特典付） 全日 7,000 円
おとな 1 名とこども１名でお座りいただける座席です。
・おとなペアシート指定席（特典付） 全日 8,000 円
おとな 2 名でお座りいただける座席です。
・シングルシート指定席券 おとな 全日 3,600 円、こども 全日 2,800 円
※2022 年 1 月 4 日（火） 「スペシャルトークショー」（16：10～の回）
・ベンチシート指定席券（特典付） 19,000 円
・親子ペアシート指定席券（特典付） 9,000 円
・おとなペアシート指定席券（特典付） 10,000 円
・シングルシート指定席券 おとな 4,600 円、こども 3,800 円
※おとな（中学生以上）、こども（3 歳～小学生）。
※2 歳以下膝上に限り無料。ただし座席をご利用の場合は指定席券が必要です。
※自由席はございません。指定席がなくなりますとご購入いただくことができませんので予めご了承ください。
※当日、会場前窓口での販売はございません。各プレイガイドでお買い求めのうえ、お越しください。
※全券種、予定数に達し次第販売終了となります。
※1 月 4 日（火） 16：10～は「スペシャルトークショー」開催のため特別料金となります。

■チケット販売：
【会員先行】
①TSUBURAYA IMAGINATION プレミアムプラン会員 先着先行
販売期間：2021 年 10 月 17 日（日）10：00～10 月 19 日（火）23：59 まで
U R L：https://imagination.m-78.jp/contents/d2ViL05ld3NfMDAxOTE%3D
取扱券種：すべての券種を販売
②TSUBURAYA IMAGINATION プレミアム・スタンダードプラン会員 先着先行
販売期間：2021 年 10 月 20 日（水）10：00～10 月 22 日（金）23：59 まで
U R L：https://imagination.m-78.jp/contents/d2ViL05ld3NfMDAxOTE%3D
取扱券種：すべての券種を販売

【一般販売】
販売期間：2021年10月23日（土）10：00～
ローソンチケット、e+(イープラス)、チケットぴあ
取扱券種：・ベンチシート指定席券（特典付）／ローソンチケット・e+(イープラス)
・親子ペアシート指定席券（特典付）／ローソンチケット・チケットぴあ
・おとなペアシート指定席券（特典付）／ローソンチケット・チケットぴあ
・シングルシート指定席券／ローソンチケット・チケットぴあ・e+(イープラス)
チケットの受け取りは、2021 年 12 月 10 日（金）10：00～となります。
※画像掲載時には、記載のキャプションやクレジットの表記をお願いいたします。
※イベント内容詳細は、順次公式 WEB サイト（https://www.ultra-expo.com/prism/2022/）にて公開予定です。
※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、公式 WEB サイトでご確認
ください。

＜新型コロナウイルス感染症対策について＞
本イベントにつきましては、会場全体の消毒など、感染症予防の取り組みを実施したうえで開催を予定しており
ます。ご来場のお客様におかれましても、感染予防及び感染防止のためご理解とご協力をお願い致します。
新型コロナウイルスの感染状況等の最新情報に伴い予定が変更となる場合もございます。何卒ご理解、ご協力
賜りますようお願い申し上げます。
感染予防の取り組みに関する詳細は以下公式 WEB サイトをご参照ください。
URL：https://www.ultra-expo.com/prism/2022/covid19/
「ウルトラヒーローズ EXPO 2022」のステージでは声援・歓声を出す演出を無くして開催いたします。
なお、今後、行政によるガイドラインを遵守の上、収容率を制限しない開催も検討しております。
増席により他のお客様同士で隣り合わせになる場合がございます。
チケットの取替・変更・キャンセル(払い戻し)はお受けできません。予めご了承のうえチケットお買い求めください。

