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東京ドームシティ アトラクションズ（文京区後楽1-3-61）では、この夏、お子様から

大人まで、夏を存分に満喫できるイベントを多数開催します。この度、詳細情報を  

一挙公開とさせていただきます。 

毎年恒例のお子様に大人気の水遊び広場「わくわく！ウォーターガーデン」をはじ

め、楽しみながら昆虫の世界を体感出来る、アニメ「インセクトランド」とのコラボ   

レーションイベント「インセクトランド in 東京ドームシティ アトラクションズ」、日本で 

初めてお化け屋敷にMRプラットフォーム“Auris(オーリス)”と最先端の空間音響技術

“Re:Sense™️”を導入し、リアルとデジタルが重なり合う新しいエンターテインメントがご

体験いただける「ボイス・デート～声の恋人～」など、夏のおでかけにぴったりな内容

が盛り沢山となっております。 

東京ドームシティ アトラクションズの“夏” 

今年の夏のおでかけはTDCAで決まり！イベント情報一挙公開！ 
「わくわく！ウォーターガーデン」「インセクトランド in 東京ドームシティ アトラクションズ」 

「最先端音響×お化け屋敷【怨霊座敷】 『ボイス・デート～声の恋人～』」 

「暴太郎戦隊ドンブラザーズ第 2 弾」「仮面ライダー×スーパー戦隊Wヒーロー夏祭り 2022」「サマーナイト学割」、他 

～2022 年 7 月 16 日(土)から順次開幕～ 

わくわく！ウォーターガーデン 

東京ドームシティ アトラクションズでは、2022 年 7 月 16 日（土）～9 月 4 日（日）の期間、お子様向け水遊び広場  
『わくわく！ウォーターガーデン』が今年も登場します。 

7 回目の開催となる今年は 2019 年の初登場から大人気の“くじら”をモチーフとしたアスレチックアトラクション   
「ホエールアドベンチャー」をはじめ、4 つの人気アトラクションを展開します。小学生までのお子様を対象とし、水着でも
普段着でも遊べるので、プールデビュー前の小さなお子様や水が苦手なお子様でも、気軽にお楽しみいただけます｡ 

【開催概要】 

◎期 間：2022年7月16日（土）～9月4日（日） 
◎時 間：10:00～17:00（受付終了は 16:00） 
            ※8 月11 日(木・祝)～15 日(月)は 9:30～17:00  
◎場 所：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  
◎入場料金：こども( 1 歳～小学生） 60 分：1,400 円 延長30 分毎：650 円 

※お子様1 名に付き、付き添いの保護者1 名まで無料、 
2 人目から有料1,400 円(時間無制限) 

※場内ではサンダルなどの履物の着用が必要 
ご利用上の注意事項、その他詳細は公式サイトにてご確認ください 

◎定 休 日：なし ※強雨・強風などの荒天時は営業中止 
◎U R L：https://at-raku.com/event/wakuwaku_watergarden/  

 

 

 

 

 

 

◆わくわく！ウォーターガーデン アトラクション 
①ホエールアドベンチャー  
  ★くじらをモチーフにした障害物のあるアスレチック 
    アトラクション 
②ざぶ～んダブルスライダー  
  ★ストレートとカーブの 2 レーンのウォータースライダー 

    （高さ約5ｍ、長さ約7ｍ、滑り台斜度約44 度） 

③あわあわホイップ 

  ★吹き出る不思議なふわふわの泡で遊ぶアトラクション 
④マジカルミスト 
  ★不思議な仕掛けがいっぱいのミストサークル 

 

【ホエールアドベンチャー】 【あわあわホイップ】 



 

インセクトランド in 東京ドームシティ アトラクションズ 

東京ドームシティ アトラクションズでは、7 月 16 日(土)～8 月 28 日(日)の期間、アニメ「インセクトランド」とコラボレー

ションしたイベント、『インセクトランド in 東京ドームシティ アトラクションズ』を開催します。 

本イベントでは、アトラクションズ内の「コロッコ」、「ピクシーカップ」、「パワータワー」の 3 つのアトラクションで、キャ

ラクター装飾などが楽しめるほか、3 機種をお得に利用できる特別チケットを販売します。また、イベント対象チケットの

購入特典として、インセクトランド缶バッジ（全 9 種、ランダム）をプレゼントします。 

【開催概要】 

◎期 間：2022 年7 月16 日（土）～8 月28 日（日）  

◎時 間：10:00～22:00 

            ※8 月11 日(木・祝)～15 日(月)は 9:30～22:00 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ 

◎U R L：https://at-raku.com/event/insect-land/ 

◎対象アトラクション：コロッコ、ピクシーカップ、パワータワー 

◎対象チケット、料金、特典： 

・インセクトランド 3    1,000 円 

（コラボアトラクション 3 機種券 ※通常は 3 機種で 1,450 円）  

・幼児ワンデーパスポート   1,800 円 

・幼児ナイト割引パスポート  1,500 円 

＜購入者にはインセクトランド缶バッチ（全 9 種）をランダムでプレゼントします。＞ 

※特典は無くなり次第終了 

 

最先端音響×お化け屋敷「ボイス・デート～声の恋人～」 

靴を脱いで入る新感覚のお化け屋敷「怨霊座敷」では、2022 年7 月16 日（土）～9 月25日(日)の期間、お化け屋敷プ

ロデューサー・五味弘文氏の演出とウルトラテクノロジスト集団「チームラボ」による映像演出に加え、日本で初めてお

化け屋敷に Mixed Reality プラットフォーム“Auris(オーリス)”と、最先端の空間音響技術“Re:Sense™️”を導入し、リアルと

デジタルが重なり合う新しいエンターテインメントをご体験いただけます。来場者は、お好みの音声コンテンツを選び、

キャラクターとまるでデートをしているかのような没入感を感じながらお化け屋敷をお楽しみいただけます。キャラ 

クターの声を担当する声優は、後日公式サイトや SNS で情報解禁いたします。 

【開催概要】 

◎期 間：2022 年7 月16 日（土）～9 月25 日(日) 

◎時 間：10:00～22:00 

※8 月11 日(木・祝)～15 日(月)は 9:30～22:00 

※9 月1 日(木)～9 月25 日(日)は 10:00～21:00 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ  

ラクーアゾーン 1F お化け屋敷「怨霊座敷」 

◎料 金：1 人1,500 円（怨霊座敷利用料 850 円含む） 

※ワンデー / ナイト割引パスポートをお持ちの方は 700 円で利用可能 

※同時に 2 名まで参加可能 

※体験で使用するスマートフォンとヘッドホンは受付で貸出いたします 

◎物品協賛：アンカー・ジャパン株式会社 

◎企画・制作：株式会社オフィスバーン、株式会社 GATARI 

◎プロデュース・脚本：五味弘文 

◎音響体験演出：株式会社GATARI、クレプシードラ株式会社 

◎「Auris」導入：株式会社GATARI 

◎U R L：https://at-raku.com/attractions/laqua/onryouzashiki/ 

◎Twitter：https://twitter.com/at_raku_obake（@at_raku_obake） 

 

企画・脚本 

「お化け屋敷プロデューサー」 

五味弘文 

©ARANCIONE/インセクトランド製作委員会 



 

 

 

 
 

屋内型のヒーローショー準専用劇場｢シアターG ロッソ｣では、スーパー戦隊シリーズ 46 作目となる「暴太郎戦隊ドン

ブラザーズ」（テレビ朝日系）のヒーローショー シリーズ第2 弾を、7 月16 日（土）から開催します。 

シリーズ第 2 弾では、新たな戦士ドンドラゴクウも登場し、ドンブラザーズたちと“鬼アツ”な戦いを繰り広げます。ま

た、ステージが見えやすいお席が確約された「プレミアム席（G ロッソオリジナル A5 クリアファイル付き）」や「親子セット

券」など、お得なチケットも多数販売します。 

【公演概要】 

◎期 間：2022 年7 月16 日(土)～10 月2 日(日)の土日祝 

※8 月2 日(火)～28 日(日)は毎日公演 

※8 月1 日(月)、8 日(月)、16 日(火)、22 日(月)、23 日(火) 

9 月3 日(土)～19 日（月・祝)は休演日 

◎公演時間：約30 分 

◎場 所：シアターG ロッソ 

◎U R L：https://at-raku.com/hero/ 

◎チケット販売：ヒーローショー公式サイトより、料金・購入ページへ 

◎料 金：【一般席】おとな（中学生以上）  1,900 円 

こども（3 歳～小学生） 1,750 円 

※詳細は公式サイトをご確認ください 

◎あらすじ：子供たちを恐怖で震え上がらせるため、G ロッソに謎の怪人が現れた。 

そこに、ドンブラザーズと新戦士ドンドラゴクウが登場する！ 

しかしドンブラザーズにはドンドラゴクウとは違う何か別の目的があるようだ。 

そして、大盛り上がりの“鬼アツ”な戦いの火蓋が今、切って落とされる！ 

暴太郎戦隊ドンブラザーズショー シリーズ第 2 弾 

「鬼アツ！G ロッソで祭りだ祭りだ！新たなる戦士ドンドラゴクウ見参！！」 

 

©テレビ朝日・東映AG・東映 

仮面ライダー×スーパー戦隊 W ヒーロー夏祭り 2022 

東京ドームシティ プリズムホールでは、子供から大人まで大人気の「仮面ライダー」と「スーパー戦隊」、2 大ヒー 

ローが集結しお贈りする夏の一大イベント「W ヒーロー夏祭り」を今年も開催します。 

大人気の『仮面ライダースーパーステージ』では、現在放送中の「仮面ライダーリバイス」はもちろん、歴代仮面ライ

ダーも登場し、オリジナルのストーリーで大迫力のスペシャルショーを繰り広げます。 

そして今年は「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」のドンモモタロウがお祭り隊長に就任。『やあやあやあ！祭りだ祭りだ 

エリア』と銘打ったエリアに、スーパー戦隊や仮面ライダーの展示をプロデュースします。さらに、ドンモモタロウと一緒

に踊れる“ダンスグリーティング”や、夏祭りの代名詞“縁日コーナー”、その他様々なプレイコーナーやフォトスポットな

ど、家族で楽しめる内容が満載となっています。 

【開催概要】 

◎期 間：2022 年8 月5 日（金）～8 月18 日（木） （14 日間） 

◎公演時間：約30 分 

◎場 所：東京ドームシティ プリズムホール 

◎主 催：テレビ朝日・東京ドーム・ADK EM・東映AG・東映 

◎U R L：https://at-raku.com/w-hero/ 

◎チケット販売：上記公式サイトをご確認ください。 

◎お問合せ：一般（東京ドームシティ わくわくダイヤル）03-5800-9999 

報道関係者：（東映 事業推進部 イベント事業室）03-3535-7555 
©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映AG・東映 



  
 

※ 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いたします。 

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 アトラクションズ TEL.03-3817-6001 

その他イベント情報 

▼夏の学生応援企画「サマーナイト学割」開催！ 

学生応援企画「よりみち学割」。2022年夏は「サマーナイト学割」と題して、2022年7月19日(火)～9月2日(金)の平日に

開催することが決定いたしました。4名以上のご購入でナイト割引パスポート800円引きと格安でご購入いただけます。 

【開催概要】 
◎期 間：2022 年7 月19 日(火)～9 月2 日(金)の平日 
◎時 間：17:00～22:00 
            ※土日祝日、8 月11 日(木・祝)～15 日(月)は除く 

※9 月1 日(木)、2 日(金)は 17:00～21:00 

◎販売場所：アトラクションズチケットカウンター、ラクーアチケットカウンター 

◎料 金：ナイト割引パスポート【大学・専門】 2,400円 （通常3,200円） 
【中学・高校】 1,900円 （通常2,700円） 

◎U R L：https://at-raku.com/event/summernight-gakuwari/ 
◎対 象 者：中学生以上の学生のお客様（必ず 4 名以上でのご購入が必要です） 

 
▼夏にぴったりアトラクション「ぶるぶるアイスルーム～超冷凍体験～（EXTREME COLD ROOM)」開催！ 

氷点下の世界を体感できるウォークスルーアトラクション、「ぶるぶるアイスルーム～超冷凍体験～（EXTREME 
COLD ROOM)」が2022年9月25日(日)まで期間限定で開催中です。極寒の世界で氷点下の寒さに耐えながら、クイズ
やブリザードをお楽しみいただけます。 

【開催概要】 
◎期 間：2022 年4 月23 日(土)～2022 年9 月25 日(日) 
◎時 間：東京ドームシティ アトラクションズの営業時間に準ずる 

※4 月23 日(土)～7 月15 日(金)の平日、 

9 月1 日(木)～9 月25 日(日)の平日は 12:00～19:00 

◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ パラシュートゾーン 
◎料 金：500 円(ワンデーパスポート・ライド 5 をお持ちの方は 400 円) 

※5 歳までのお子様には、13 歳以上の付添が必要 

※2 歳までの方は入場無料 

◎U R L：https://at-raku.com/event/iceroom/ 

▼期間限定アトラクション『BIOHAZARD WALKTHROUGH THE FEAR』延長開催決定！ 
期間限定開催中の『BIOHAZARD WALKTHROUGH THE FEAR』が、ご好評につき、7 月 2 日(土)～8 月28 日(日)まで

の延長開催を決定いたしました。バイオハザード 7 の VR ホラーアトラクションをこの機会にご体験ください。 

【開催概要】 
◎延長期間：2022 年7 月2 日(土)～8 月28 日(日)の土日祝 

※8 月10 日(水)～8 月15 日(月)は毎日営業 
◎場 所：東京ドームシティ アトラクションズ ジオポリス B1F ブース 
◎時 間：11：00～20：00 (1 回 約30 分) 
◎料 金：【前 売 券】2,800 円 / 1 人 

※TDCA スマホチケットサイトで利用日の前日まで販売 

※ワンデー / ナイト割引パスポート 1,000 円引きクーポン付き 

【当 日 券】2,800 円 / 1 人 
1,800 円 / 1 人（ワンデー / ナイト割引パスポート提示割引） 

※当日空いている枠がある場合のみの販売になります 

◎U R L：https://at-raku.com/event/biohazard_tdca/ 

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS 

RESERVED.©Dynamo Amusement,inc 


