
   ※営業情報は変更となる場合がございます。最新の営業時間・休業情報については各施設のHPにて必ずご確認ください。 2023年4月1日現在

必要Ｐ 対象施設・内容 大人 / こども通常料金（円） 有料対象年齢 チケット提示・引換窓口

10 3,700～4,200 中学生以上

7 2,800 小学生

4 1,800 3才～小学校入学前

7 2,300～3,200 小学生以上

4 1,500 3才～小学校入学前

7 アトラクションズ ライド 5 ( アトラクション 5 回券)
※特別興行は除く ※複数人でのご利用不可

2,800 3才以上

2
ビッグ・オー、ワンダードロップ、お化け屋敷「怨霊座敷」、スーパーバイキング ソラブネ、
バックダーン

700～850

1

スカイフラワー、ガンガンバトラーズ、ヴィーナスラグーン、フリフリグランプリ、キッズハッ
カー、ブンブンビー、スーパー戦隊ランド、ピクシーカップ、パワータワー、コロッコ、コズミッ
クトラベラー、ウォーターキャノン、フラッシュラッシュ、レーザーミッション、ポッピンどらっ
ぴー

450～650

5 アソボ～ノ!   こども１日フリーパス※混雑状況により販売終了する場合あり。 1,800

2 ［平日］アソボ～ノ！ こども（60分）もしくはおとな（入館料） 950

3 ［土日祝・特定日］アソボ～ノ！ こども（60分）もしくはおとな（入館料） 1,050

1 アソボ～ノ！ こども 延長料金（30分ごと） 450～500

4 東京ドームボウリングセンター（5Fフロア）ボウリング２ゲーム＋貸し靴
※時間貸しの際は引換不可

平日 1,600～1,800
土・日・祝 1,700～1,900

1 東京ドームボウリングセンター（5Fフロア）貸靴
※時間貸しの際は引換不可

400

3 東京ドーム ローラースケートアリーナ入場料（2時間） 1,000～1,500

東京ドーム ローラースケートアリーナ レンタルシューズ 600

東京ドームローラースケートアリーナ 同伴見学者入場料 500

東京ドーム ローラースケートアリーナ 延長料金（30分ごと) 300

5
スポドリ！ボルダリング  利用料
※未就学児利用不可※小・中学生は18才以上（高校生不可）の同伴利用が必要
※高校生のご利用には保護者の同意が必要

900～1,700

2 スポドリ！ボルダリング  初回登録料 ※レンタルシューズ含む 800

スポドリ！ボルダリング  レンタルシューズ ※初回のご利用時は不要 350

スポドリ！ バッティング＆ピッチング 共通メダル１枚 500 全年齢

17
東京ドームホテル3F
スーパーダイニング｢リラッサ｣ディナーブッフェ（120分制）
※ご予約をおすすめします

6,300/2,100

13
東京ドームホテル3F
スーパーダイニング｢リラッサ｣ランチブッフェ（90分制）
※ご予約をおすすめします

4,750/1,850

6
東京ドームホテル3F
スーパーダイニング｢リラッサ｣テイクアウト『北海道産牛しぐれ煮と帆立重』
※要予約(オンライン予約：ランチ 受取当日10:30まで／ディナー受取当日16:00まで)

2,200

3
東京ドームホテル3F
スーパーダイニング｢リラッサ｣テイクアウト『お子様ランチボウル』
※要予約(オンライン予約：ランチ 受取当日10:30まで／ディナー受取当日16:00まで)

1,100

13 東京ドームホテル43Ｆ スカイラウンジ＆ダイニング ※ご予約をおすすめします

「アーティストカフェ」パノラマランチコース（120分制）
4,800/1,600 4才以上 対象商品注文時に提示

4

東京ドームホテル1Ｆ ロビーラウンジ「ガーデンテラス」 または
３Ｆ スーパーダイニング｢リラッサ｣
ケーキ2個（テイクアウトのみ） ※売切の際は引換不可
※当日のケーキのお取り置き、また、お支払い後のケーキのお預かりはお受けいたしかねます。あらかじめ
ご了承ください。
※ガーデンテラスではオンライン予約も可（3日前の12:00まで）

単価 680～750 会計時に提示

11
後楽園ホールビル2F 中国料理「後楽園飯店」
ランチ「飯店名物フカヒレ姿煮丼」

3,900

7 後楽園ホールビル2F 中国料理「後楽園飯店」
おみやげ「杏仁豆腐(6個入り)」　※要冷蔵商品

2,500

1
アトラクションズパラシュートゾーン　「くまさんのカステラ」
くまさんサンデー（チョコ・いちご・マンゴー・キャラメルの中から１つ）

450

1
フードコート GO-FUN　「マザー牧場　CAFÉ＆SOFTCREAM」
ソフトクリーム（バニラ/チョコ/チョコミックス）またはコーヒー1杯（ホット/アイス）

380

15
東京ドームホテル２Ｆ リラクゼーションスタジアム
「ダグアウトプラス」ボディケア30分 ※得10チケット特別メニュー
※レンタルウェアは別途料金 ※要予約

6,050（相当） 全年齢 ダグアウトプラス フロント

8 スパ ラクーア 平日入館料
※18才未満要保護者（6～11才は要同性の保護者）で18:00までの利用（最終受付15:00）

3,230/2,420 0～5才入館不可

4 スパ ラクーア 深夜割増料 （深夜 1:00 ～早朝 6:00 在館） 1,980

2 スパ ラクーア 「ヒーリングバーデ」専用ウェア・タオルセットレンタル料
※ご利用にはスパ ラクーアのご入館が必要

880

1 スパ ラクーア 休日割増料   (土・日・祝・特定日) 660 0～5才 入館不可

8 オーシャンスパ Fuua（フーア）入館料 大人 ※入湯税込
※18才未満要保護者（20才以上）  ※4才～小学生は要同性保護者

3,080

9 土日祝特定日　オーシャンスパ Fuua（フーア）入館料 大人 ※入湯税込
※18才未満要保護者（20才以上）  ※4才～小学生は要同性保護者

3,410

館内着・タオルセット 495

オーシャンスパ Fuua（フーア）休日割増料 (土・日・祝・特定日) 大人 330

20
読売巨人軍公式戦 指定席S+東京ドームグループ利用券500円
※売切の場合は引換不可
※5月23日・6月13日は2Ｐプラス

7,300～7,800

17
読売巨人軍公式戦 指定席Ａ+東京ドームグループ利用券500円
※売切の場合は引換不可
※5月23日・6月13日は2Ｐプラス

6,300～6,800

14
読売巨人軍公式戦 指定席Ｂ+東京ドームグループ利用券500円
※売切の場合は引換不可
※5月23日・6月13日は2Ｐプラス

5,100～5,600

7
読売巨人軍公式戦 指定席Ｃ（大人）+東京ドームグループ利用券500円
※売切の場合は引換不可
※5月23日・6月13日は2Ｐプラス

2,900～3,400

7
読売巨人軍公式戦 外野指定席+東京ドームグループ利用券500円
※売切の場合は引換不可
※5月23日・6月13日は2Ｐプラス

2,800～3,300

3 読売巨人軍公式戦 指定席Ｃ（小中高生）+東京ドームグループ利用券500円
※売切の場合は引換不可

1,500

7 東京ドームツアー（大人）
※開催日時は公式サイトをご確認ください

2,500 高校生以上

5 東京ドームツアー（小人）
※開催日時は公式サイトをご確認ください

2,000 中学生以下

1 野球殿堂博物館    入館 200～600 小学生以上 野球殿堂博物館 受付カウンター

3
東京ハンドメイドマルシェ
開催期間：2023年4月8日（土）・9日（日）
開催場所：プリズムホール

1,200 中学生以上
プリズムホール会場入口

※イベント開催期間中のみ引換可

8 フィットネスクラブ東京ドーム1日券（トレーニングジム・スタジオ・プール） 3,300 16才以上 ラクーアビル 7Fフロント

あ

そ

ぶ

アトラクションズ    ワンデーパスポート
( アトラクション乗り放題 ) ※特別興行を除く

アトラクションズ
チケットカウンター

または

ラクーア
チケットカウンター

アトラクションズナイト割引パスポート
(17 時以降アトラクション乗り放題 ) ※特別興行を除く

各アトラクションにより異なる
各アトラクション受付

※各アトラクションの運行状況は
HPにてご確認ください

こども（６ヶ月～小学生） アソボ～ノ！フロント

黄色いビル4Fフロント
1

小学生以上

黄色いビル3Fフロント

1

全年齢 黄色いビル5Fフロント

く

つ

ろ

ぐ

ラクーア6F
スパ ラクーアフロント

18才未満利用不可

中学生以上
0～3才入館不可

AQUA SQUARE 2F
オーシャンスパ Fuuaフロント

1

た

べ

る

4才以上 会計時に提示

全年齢 対象商品注文時に提示
※受け取り時間：ランチ11:30～14:30／ディナー17:00～21:30

全年齢

対象商品注文時に提示

全年齢

観

る

小学生以上
(小学生未満でも席が
必要な場合は有料)

ミーツポート2F
法人サービスカウンター

※試合日１４日前から引換可

東京ドーム22ゲートもしくは31ゲート
※未就学児（6才未満）は無料

※定員になり次第、受付終了となります。
※当日受付時間：①9:30～　②10:15～

そ

の

他

得10チケット対象施設・必要ポイント一覧表


