2021 年 11 月 4 日
報道関係各位

株式会社東京ドーム

この冬東京ドームシティがクリスマスパークになる・・・！

『TOKYO DOME CITY CHRISTMAS PARK』開催
2021 年 11 月 27 日（土）～12 月 25 日（土）
東京ドームシティ全域がクリスマスモードに！東京ドームの目の前に期間限定でスケートリンクが登場！
今秋から大好評の「ラクーア図書館」も冬バージョンとなって登場
東京ドームシティ（文京区後楽 1-3-61）では、2021 年 11 月 27 日（土）～12 月 25 日（土）の期間、『TOKYO
DOME CITY CHRISTMAS PARK』と題し､クリスマスをお楽しみいただける様々なイベントを開催します。
クリスマスにちなんだ､マーケット、ワークショップ、ライブ、サンタパレードなど、各種イベントが盛りだくさんと
なっています。また、12 月 17 日（金）～25 日（土）の 9 日間、東京ドームの目の前にスケートリンクが登場します。
ご家族・ご友人・恋人など東京ドームを背景にして、子どもから大人まで楽しんでいただけます。さらに、秋から
大好評をいただいている「ラクーア図書館」も冬バージョンとなって開催いたします。
今年の冬のクリスマスを是非、東京ドームシティで楽しくお過ごしください。
■名
称：TOKYO DOME CITY CHRISTMAS PARK
■期
間：2021 年 11 月 27 日（土）～12 月 25 日（土）
■公式サイト：https://www.tokyo-dome.co.jp/feature/christmas2021/
※公開は 11 月中旬頃を予定

■内

容：

★クリスマスシールラリー
全 5 つのシールを獲得し、専用台紙に貼っていくと、素敵なクリスマス帽子が出来
上がります。シールを全部獲得した方には、インフォメーションにてクリスマスプレゼン
ト（お菓子）をお渡しします。ダブルチャンスとして、東京ドームシティ内のイルミネー
ションやフォトスポットと一緒に撮影した素敵な写真を SNS に投稿いただいたお客様
には投稿画面提示でラクーア利用券 100 円分、ミーツポート利用券 100 円分、計 200
円分のチケットを追加でプレゼント！シールを集めながら東京ドームシティの様々なイ
ルミネーションをお楽しみください。
◎期
間：2021 年 11 月 27 日（土）～12 月 25 日（土）
◎場
所：東京ドームシティ全域
◎参 加 費：無料
◎プレゼント引換時間：10：00～18：30
◎プレゼント交換場所：東京ドーム 22 ゲート前インフォメーション
★クリスマスマーケット
4 日間限定でラクーアガーデンとミーツポートガーデンにて、クリスマスマー
ケットを開催します。週ごとに替わるキッチンカーから可愛らしい雑貨まで
クリスマスを感じられるお店が登場！さらに、クリスマスマーケット内にて
ワークショップも開催します｡
◎実施日時：2021 年 12 月 18 日（土）・19 日（日）・24 日（金）・25 日（土）
11：00～20：00
◎場
所：ラクーアガーデン、ミーツポートガーデン
クリスマスマーケット（昨年の様子）

★クリスマスライブ
クリスマスマーケット開催期間（4 日間）中にラクーアガーデンでクリスマスライブを開催します。クリスマス
ミュージックを聴きながら、芝生のガーデンで素敵な一時をお過ごしください。
◎実施日時：2021 年 12 月 18 日（土）・19 日（日）・24 日（金）・25 日（土）
13：30～/16：00～ ※1 日 2 回予定
◎場
所：ラクーアガーデンステージ
★クリスマスワークショップ
子ども向けから大人向けまで多数のワークショップをご用意しています。
東京ドームシティにお越しいただいた思い出の品として、ご自身で作成した
素敵な作品をお持ち帰りください。
◎実施日時：2021 年 12 月 18 日（土）・19 日（日）・24 日（金）・25 日（土）
11:00～20：00 ※定員に達し次第終了
◎場
所：Hi！EVERYVALLEY
◎参加条件：東京ドームシティ内各店舗の当日レシート 3,000 円（税込み・合算可）以上を持参された方
★サンタパレード
ラクーアガーデンからミーツポートガーデンにかけて、サンタクロースがパレード。
シールラリーで作ったクリスマス帽子をかぶって、サンタさんとパレードに参加でき
ます。パレード終着点のラクーアガーデンのクリスマスツリーやミーツポートガー
デンのフォトスポットでサンタさんと一緒に写真撮影もできます。
◎実施日時：2021 年 12 月 18 日（土）・19 日（日）・24 日（金）・25 日（土）
14：00～（ラクーア 1F 成城石井前 スタート）
17：00～（ミーツポートガーデン スタート）
◎会
場：東京ドームシティ全域
★スケートガーデン supported by コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱
期間限定で東京ドームの前にスケートリンクが登場します！東京ドームを
バックにスケート体験をしませんか。
◎実施日時：2021 年 12 月 17 日（金）～25 日（土） ※雨天中止
平日 15：00～20：00、土日 13：00～20：00 ※全日 19：30 受付終了
◎会
場：東京ドーム 22 ゲート前広場
◎主
催：株式会社東京ドーム
◎協
賛：コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社
◎料
金：30 分 1,000 円（貸し靴料込み）
◎対象年齢：4 歳～
★イルミライド 3
冬期限定でお得なアトラクションズ 3 回券付きチケットを販売します。
◎販売期間：2021 年 11 月 5 日（金）～2022 年 2 月 28 日（月）
平日 16:00～、土日祝 17：00～
◎内
容：アトラクションズライド 3 回券とセガ東京ドームシティ店の UFO キャッチャー1 回券付き
◎料
金：1,800 円
★イルミライド 3（スケート利用券付き）
◎販売期間：2021 年 12 月 17 日（金）～12 月 25 日（土）
平日 16：00～、土日祝 17：00～
◎内
容：アトラクションズライド 3 回券とスケートガーデン 30 分利用券付き
◎料
金：2,300 円
★ラクーア図書館「本の森 2021 クリスマス」
ラクーア図書館｢本の森｣が大好評につき期間を延長します。
秋の 200 冊に加えて、5 店の素敵な本屋さんが選んだ“冬の本”が追加されるほか､
「約 100 人のブックカバー展」とのコラボ展示や、最終日には図書館の蔵書チャリティ
マーケットのクロージングイベントを実施します。

◎実施日時：2021 年 11 月 1 日（月）～12 月 25 日（土） 各日 11：00～21：00
◎場
所：ラクーア 4F エレベーターホール
◎参加店舗：誠光社、子どもの本屋ぽてと、ニジノ絵本屋、
ブックギャラリーポポタム、百年
◎料
金：無料
※本の貸出しは不可
※開催時間はラクーアの営業時間に準じます
●約 100 人のブックカバー展 本の森 edition

大阪の古書店「FOLK old book store」が主催し、国内外を巡回する人気の展覧会
「約 100 人のブックカバー展」と本の森がコラボレーション。日本や台湾のクリエイター
が考案した“架空の本屋”の“架空のブックカバー”を展示します。
●クロージングイベント「投げ銭 蔵書販売」

◎実施日時：2021 年 12 月 25 日(土) 17：00～18：00
◎場
所：ラクーア 4F エレベーターホール
◎内
容：「本の森」最終日に図書館の蔵書を販売します。
お客様自身で金額を決めてご購入いただきます。収益は、世界中のこどもたちに画材や絵本
を送る「子供地球基金」に寄付します。また、蔵書を購入した方先着 100 名様に、会場に展示さ
れているブックカバーをプレゼントします。
東京ドームシティ ウィンターイルミネーション
～クリスマス＆ニューイヤーデコレーション～ supported by Panasonic
11 月 5 日(金)から開催の東京ドームシティ ウィンターイルミネーションがクリスマス時期に合わせてバー
ジョンアップします。12 月 11 日（土）から、クリスタルアベニューに設置されたメインツリー前に、高さ約 3.8m、
169 インチの大型デジタルサイネージ 2 台が登場します。
様々な色に変化するメインツリーにデジタルサイネージの楽しい映像演出が加わり、東京ドームシティでしか
楽しめないスペシャルなイルミネーションをお楽しみいただけます。巨大なサンタクロースの登場や雪の舞う映
像など、時には迫力を、時には鮮やかな彩りを加え、絶好の撮影スポットになります。
また、ラクーアとメインツリーを繋ぐエリアもフルカラーLED 照明で木々をライトアップすることで、幻想的な散
歩道に生まれかわります。
※メインツリーのデジタルサイネージと木々をライトアップするフルカラーLED 照明は、パナソニック株式会社様よりご提供いただ
いています。

◎実施日時：2021 年 12 月 11 日（土）～2022 年 1 月 10 日（月・祝） 17：00～24：00
◎場所：クリスタルアベニュー、東京ドーム外周

※画像はイメージ
※イベントの最新情報は、公式サイトにて随時更新します｡
※開催イベントは、社会状況により内容・実施時間などが変更となる場合があります｡
※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予防対策を実施いた
します。感染予防対策の詳細につきましては、東京ドームシティ公式サイトをご覧ください｡

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

