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報道関係各位

株式会社東京ドーム

“この春、何から TRY する！？”をテーマに、様々な TRY を東京ドームシティで体験！

『TOKYO DOME CITY TRY！！SPRING』開催
2022 年 4 月 9 日（土）～5 月 31 日（火）の期間、
ご家族や友人、お一人からでも TRY できる体験を多数用意しています！
東京ドームシティ（文京区後楽 1-3-61）では、2022 年 4 月 9 日（土）～5 月 31 日（火）の期間、『TOKYO DOME
CITY TRY！！SPRING』を開催します。東京ドームシティは、新しい生活の始まりに、新しいことに TRY する気
持ちを応援し、“この春、何から TRY する！？”をテーマに東京ドームシティ内にて、様々な TRY を体験していた
だけます。お一人様からご家族や友人同士で、遊びや学び・癒やしなど、お客様の希望にあわせた体験が出
来る企画を各施設で用意しています。
開催期間中の土日祝日、G.W には、火起こし体験やウッドガスストーブ作りなど、実際のキャンプでも役立つ
本格的なアウトドア体験ができる『東京ドームシティ アウトドアイベント』を開催。ご家族の絆を深める TRY がで
きると同時に、プログラムを回りながら東京ドームシティ各施設の魅力にも触れることができます。
是非、ご自分の好みにあわせたそれぞれの「TRY！！」を見つけてお楽しみください。

TRY！！SPRING 開催概要
◆名
称：TOKYO DOME CITY TRY！！SPRING
◆期
間：2022 年 4 月 9 日（土）～5 月 31 日（火）
◆場
所：東京ドームシティ全域
◆公式サイト：https://www.tokyo-dome.co.jp/feature/spring/
◆内
容：
●東京ドームシティ アウトドアイベント
◎期
間：2022 年 4 月 9 日（土）～5 月 8 日（日）
※4 月は土日祝のみ開催
※4/29（金・祝）～5/8（日）の G.W 中は毎日開催

◎時
間：10:00～18:00
◎料
金：一部有料
◎公式サイト：https://www.tokyo-dome.co.jp/event/city/outdoorevent.html
★火起こし体験
火起こしキットを使って、摩擦発火に挑戦！コツをつかむ難しさも感じながら、
無事に火を起こせたときには、参加いただいた方同士の絆も深まるはずです。
◎会
場：ミーツポートガーデン
◎料
金：1,000 円/組
★ウッドガスストーブ作り
空き缶を使ったウッドガスストーブは、効率的な燃焼でキャンプでも活躍する
アイテムです。本格的な工作体験としても楽しんだ後は、お持ち帰りできます。
◎会
場：Hi!EVERYVALLEY
◎料
金：1,000 円/組

★直火珈琲焙煎体験
ウッドガスストーブに灯した火を使って、珈琲豆を焙煎できます。約 20 分かけて
焙煎した後は、お湯を注いでその場でコーヒーブレイクをお楽しみいただけます。
◎会
場：Hi!EVERYVALLEY
◎料
金：800 円/組
★キャンプを楽しみ、防災にも役立つ備品活用術講座
キャンプを楽しむために、必要なアイテムは、万が一の災害時にも活用できるもの
ばかり。楽しいキャンプの準備をしながら、もしものときにも備えられる、そんな術を
学んでみませんか｡
◎会
場：ラクーアガーデン
◎料
金：無料
◎時
間：各日 11:00、13:00、15:00
★関連ワークショップ
不要になった木材を使用した箸･つみき作りや、空のペットボトルを使用したランタン作りなど、環境に配慮
した工作体験をお楽しみいただけます。
◎会
場：「フードコート GO-FUN」横
◎料
金：1,000 円/人 ※対象店舗の当日レシート 1,500 円（税込・合算可）のご提示で 500 円引き
※割引特典は先着順のため、定員になり次第通常料金のみのご案内となります

★ホテルでキャンプに TRＹ！！キャンプルーム宿泊プラン
安全・快適にアウトドア気分を満喫できる 2 食付き宿泊プラン
◎期
間：2022 年 4 月 9 日（土）～6 月 30 日（木）
◎発 売 日：3 月 31 日（木）
◎公 式 サイト：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/plan_tryspringoutdoor/
★ジャンプゾーン
ヨーロッパ生まれの新感覚トランポリン遊具｢ジャンプゾーン｣が登場！！最大 7m の大ジャンプを体験して
いただけます｡
◎会
場：東京ドームシティ アトラクションズ「スプラッシュガーデンゾーン」
◎時
間：11:00～18:00
◎料
金：1,000 円
◎対
象：3 歳（12kg）～体重 55kg
◎公式サイト：https://www.tokyo-dome.co.jp/feature/spot/
★ラグーンウォーターパーク
みんなに大人気の水上アトラクション｢ラグーンウォーターパーク｣が登場！ハンドルを回してパドルボート
を 360°自由自在に操ろう！
◎会
場：東京ドームシティ アトラクションズ「スプラッシュガーデンゾーン」
◎時
間：11:00～18:00
◎料
金：500 円
◎対
象：3 歳（12kg）～体重 45kg
◎公式サイト：https://www.tokyo-dome.co.jp/feature/spot/
※但し､5 月 2 日(月)･6 日(金)の開催はありません

★ボルダリングお楽しみプラン
アウトドアパークの有料体験をお楽しみのお客様を対象に、屋内型スポーツ施設スポドリ！
のボルダリング特別優待券をお渡しします。この機会に、ボルダリングを始めてみませんか。
◎対
象：火起こし体験、ウッドガスストーブ作り、直火珈琲焙煎ご参加の方
◎内
容：特別優待券をスポドリ！受付にお持ちいただくと初回入会登録料+利用料が
800 円の特別料金でボルダリング体験が可能（最大 1,700 円 OFF）
※特別優待券の有効期限は 2022 年 5 月 31 日まで

★キッチンカー
アウトドア気分を盛り上げるキャンプテイストのフードを中心に展開します｡
◎場
所：ミーツポートガーデン、東京ドームシティ アトラクションズ「スプラッシュガーデンゾーン」
★草花植え付け体験
東京ドームシティの花壇の草花を実際に植え替える体験。普段管理をしているスタッフと一緒に作業しま
す。草花や種を植え替えるだけでなく、植物をそだてるための豆知識も学びながら作業できます。
◎会
場：クリスタルアベニュー
◎料
金：3,000 円/組（1 組 4 人まで）
※事前申込制、イベント公式サイトにて 3 月 28 日 15:00 より受付、応募多数の場合は抽選

◎日

時：4 月 16 日（土)、23 日（土)、30 日（土）、5 月 7 日（土） 13:00～ （約 2～2.5 時間）

●その他の TRY！！体験（一例）
★【小学生限定】ロボット「こくり」で学ぶ プログラミングワークショップ
タブレット一体型ロボット「こくり」を使って、プログラミングにチャレンジしてみましょう！
初めてのプログラミングに触れるお子様でも、簡単に基本を学んでいただけます｡
◎開 催 日：【3 月】26 日（土）～29 日（火）
【4 月】1 日（金）、2 日（土）、9 日（土）、10 日（日）、
23 日（土）、24 日（日）
【5 月】3 日（火･祝）、4 日（水･祝）、7 日（土）、8 日（日）
◎時
間：【土日祝】①11:30～ ②12:30～ ③13:30～ ④14:30～ ⑤15:30～
【平 日】①12:30～ ②13:30～ ③14:30～ ④15:30～ ※各回約 50 分
◎会
場：宇宙ミュージアム TeNQ（テンキュー）館内イマジネーションエリア｢眺めルーム｣
◎料
金：1,000 円/人 ※入館料別途
★春の花のワークショップ
桜などの春の造花を使って、ハーバリウムディフューザーやアロマサシェを作ろう！
◎開 催 日：4 月 9 日（土）・10 日（日）
◎時
間：各日 12：00～17：00
◎会
場：Hi!EVERYVALLY キッズスペース横
◎参加方法：Hi!EVERYVALLY 店舗 1,500 円（税込･合算可）以上の
当日レシートをお持ちの上、会場受付にお越しください。
※但し、定員になり次第受付終了

東京ドームシティ 公式 Twitter が開設
この度、東京ドームシティの公式 Twitter を 3 月 29 日（火）に開設します。イベントキャンペーン情報、新たな
#東京ドームシティ の楽しみ方を発信していきますので、是非閲覧ください。
また、｢TRY！！SPRING｣イベント開催に合わせて､豪華な TRY 招待券が当たる SNS キャン
ペーンも実施予定です。＜実施期間：4 月 9 日（土）～24 日（日）予定＞
◎アカウント名：東京ドームシティ【公式】
◎I D：@TokyoDomeCity_ ※QR コードからも閲覧可能
※画像はイメージ
※イベントによっては、雨天開催、荒天中止の場合があります｡
※詳細に関しては、公式サイトをご確認ください。
※イベントの実施日時・内容は、社会状況により変更･延期・中止する場合がございます。
※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

