【得10チケット利用対象施設・必要ポイント一覧表】

株式会社東京ドーム

※２０１９年４月１９日時点での内容となりますので、内容・ポイント数は変更になる場合がございます。
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対象施設・内容

有料対象年齢

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）大人・シニア・中人 ※特別興行を除く
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）小人・幼児 ※特別興行を除く

3才～小学生

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

中学生(12才）以上

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

3才以上

シアターGロッソ「ヒーローショー」 ※特別公演（素顔の戦士出演日）を除く

3才以上

※売切公演はチケットの引換不可（残席状況は要確認）

Gロッソチケットカウンター
(公演日のみ営業）

サンダードルフィン
NEWバックダーン(3/23～)、お化け屋敷「怨霊座敷」、ビッグ・オー、ワンダードロップ、
NEWガンガンバトラーズ(3/23～)、ザ・ダイブ、スーパーバイキング ソラブネ、ブルームエクスプレス、スカイフラワー

1

チケット提示・引換窓口

中学生(12才）以上

各アトラクションにより異なる

各アトラクション受付

4才以上

黄色いビル6F
TeNQチケットカウンター

全年齢

黄色いビル6F
TeNQ宇宙ストア

こども（6ヶ月～小学生）
大人（中学生以上）

アソボ～ノ！フロント

ヴィーナスラグーン、フリフリグランプリ、ブンブンビー、ピクシーカップ、スーパー戦隊ランド(3/21リニューアルーオープン)、
レーザーミッション～秘密金庫へ潜入せよ！～
ホッピンどらっぴー、キッズハッカー、パワータワー、コロッコ、ウォーターキャノン、フラッシュラッシュ
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宇宙ミュージアムTeNQ 入館料 ※当日のみ有効

1

NEW TeNQ宇宙ストア オリジナルグッズ ※グッズの種類は選べません ※TeNQにご入館いただかなくても利用可

5

アソボ～ノ！こども1日フリーパス ※特定期間を除く平日のみ ※混雑時は販売中止の場合あり

2

アソボ～ノ！こども(60分) もしくは おとな(入館料)

1

アソボ～ノ！こども 延長料金（30分ごと）

3

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 ※時間貸しの際は引換不可

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

3

東京ドーム ローラースケートアリーナ 入場料（２時間）

宇宙ミュージアムTeNQ 再入館料 ※入館当日のみ有効

黄色いビル5F フロント

全年齢

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

1

黄色いビル4F フロント

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
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）
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NEW スポドリ！ボルダリング 利用料
※未就学児利用不可 ※小・中学生のご利用には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

黄色いビル3F フロント

NEW 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
スポドリ！バッティング＆ピッチング 共通メダル1枚
東京ドームホテル3Fスーパーダイニング「リラッサ」（120分制）

20

小学生以上

NEW 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

全年齢
※ご予約をおすすめいたします。

クリスマスディナーブッフェ （2019年12月20日～25日）
スーパーディナーブッフェ （2019年12月26日～2020年1月5日）

15

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）
※ご予約をおすすめいたします。

4才以上

各店舗にて
会計時に提示

全年齢

各店舗にて
対象商品注文時に提示

全年齢

ダグアウトプラス フロント

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） ※ご予約をおすすめいたします。
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東京ドームホテル43F サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」パノラマランチ(土日祝のみ90分制)
※ご予約をおすすめいたします。
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東京ドームホテル1F ロビーラウンジ「ガーデンテラス」ケーキ2個(テイクアウトのみ)

※売切の際は引換不可

NEWスパニッシュ･イタリアン「バルコ」ランチ (パエリア)
スパニッシュ･イタリアン「バルコ」ランチ (パスタ２種またはカレー)
「ホットドッグスタンド」 お好きなホットドッグ＋ソフトドリンク

2

「ホットドッグスタンド」 ソフトクリームサンデー（ヒーローグッズつき）
スパニッシュ･イタリアン「バルコ」デザート各種（テイクアウト不可）
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「ホットドッグスタンド」 ソフトクリーム1個もしくはソフトドリンク1杯
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」 [2019年4月19日オープン]
全身ボディケア、フットケア、ヘッドケアのうち1コース(各30分) ※ご予約をおすすめします。
スパ ラクーア 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）

スパ ラクーア 深夜割増料（深夜1：00～早朝6：00在館）
18才未満利用不可

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

ラクーア6F
スパ ラクーア フロント

※ご利用にはスパ ラクーアのご入館が必要

スパ ラクーア 休日割増料（土･日･祝・特定日）

6才未満入館不可

NEW 熱海日帰り温泉 オーシャンスパ Fuua(フーア） 入館料 大人 ※入湯税込み [2019年3月28日オープン]
※18才未満要保護者（4才～小学生は要同性の保護者）

NEW 熱海日帰り温泉 オーシャンスパ Fuua(フーア） ロウリュ利用料

1

6才未満入館不可

中学生以上

熱海ベイリゾート後楽園
オーシャンスパ Fuua
2F フロント

おとな（中学生以上）
こども（2才～小学生）
※1才以下で参加キットが
必要な場合は有料

アトラクションズ バイキングゾーン
イベント受付ブース

[2019年3月28日オープン]

※ご利用時はオーシャンスパ Fuuaへのご入館が必要

NEW 熱海日帰り温泉 オーシャンスパ Fuua(フーア） 休日割増料（土･日･祝・特定日） 大人 [2019年3月28日オープン]

12

そ
の
他

6

3
1

『しまじろうと ゆめのヒーローランド』（2019年3月20日～6月2日）親子ペアチケット 当日券（イベント参加キット+アトラクション2回付）
『しまじろうと ゆめのヒーローランド』（2019年3月20日～6月2日）追加こどもチケット 当日券（イベント参加キット+アトラクション2回付）
※ワンデーパスポートでのご利用は10 P（通常料金 3,500～4,500円）
『しまじろうと ゆめのヒーローランド』（2019年3月20日～6月2日）追加おとなチケット 当日券（イベント参加キット+アトラクション2回付）
※ワンデーパスポートでのご利用は15 P（通常料金 4,900～5,400円）
『櫛野展正のアウトサイド・ジャパン展』（2019年4月12日～5月19日）

小学生以上

東京国際キルトフェスティバル～オータムマーケット2019～（2019年9月16日～18日）

中学生以上

野球殿堂博物館 入館

小学生以上

ギャラリーアーモ チケット売場
プリズムホール入口チケット売場
（開催期間中のみ9:30～17：00まで引換可）

野球殿堂博物館 受付カウンター

※TeNQ休館日･･･2019年6月24日～27日 ※スパ ラクーア休館日･･･2019年11月18日・19日
※オーシャンスパ Fuua（フーア）休館日･･･2019年4月23日、6月25日、9月3日、12月17日・18日
※各施設の営業情報、イベントの開催期間等の詳細は東京ドームシティ公式WEBサイト（www.tokyo-dome.co.jp)でご確認ください。
※営業時間、利用制限（年齢・身長等）は各施設によって異なります。また、予告なく施設およびサービス内容の中止または変更をする場合がございますので、ご購入、ご来場前に必ずご確認ください。

※「株主優待 得10チケット」で、プロ野球のご観戦はご利用いただけません。

