
 
 

キッズルームとお子様向けサービスキッズルームとお子様向けサービスキッズルームとお子様向けサービスキッズルームとお子様向けサービス    

    

キッズルーム「キッズキッズルーム「キッズキッズルーム「キッズキッズルーム「キッズ    スクウェア」スクウェア」スクウェア」スクウェア」                                                     

ホテルホテルホテルホテル 7777 階にあるキッズルーム「キッズ階にあるキッズルーム「キッズ階にあるキッズルーム「キッズ階にあるキッズルーム「キッズ    スクウェア」は、スクウェア」は、スクウェア」は、スクウェア」は、0000 才～小学生のお子様を対象とし、ご宿泊の才～小学生のお子様を対象とし、ご宿泊の才～小学生のお子様を対象とし、ご宿泊の才～小学生のお子様を対象とし、ご宿泊の

お客様をはじめ、ホテル施設や東京ドームシティをご利用のお客様、近隣の方々にもご利用いただけるお客様をはじめ、ホテル施設や東京ドームシティをご利用のお客様、近隣の方々にもご利用いただけるお客様をはじめ、ホテル施設や東京ドームシティをご利用のお客様、近隣の方々にもご利用いただけるお客様をはじめ、ホテル施設や東京ドームシティをご利用のお客様、近隣の方々にもご利用いただける

託児施設です。託児施設です。託児施設です。託児施設です。    

安全性や衛生面を重視したプレイルームには、コルクフロ

ア

※

やウレタンクッションの壁を採用し、コンセントもお

子様の手の届かない高い位置に設置されています。また、

五感を育てる木製輸入玩具や絵本も豊富に取り揃えてい

ます。幼児用トイレが完備されているほか、プレイルーム、

ベビーベッドを備えたベビールームがあります。 

お子様用の離乳食を販売しているほか、キッズメニュー

をルームサービスでご提供しています。さらに、電子レ

ンジや冷蔵庫もありますので、アレルギー体質のお子様

などにご自宅からお弁当を持ってきていただくことも可能です。 

スタッフは全員、幼稚園教諭もしくは保育士免許保持者です。また、ご予約のお子様の年齢・人数に応

じて的確なスタッフが待機していますので、安心してお子様をお預けいただけます。加えて、バイリン

ガルシッター、出張、同行サービスも行っています。（別料金） 

「キッズ スクウェア」では、以下の商品を販売しています。 

○紙おむつ（1 枚） 162 円 ○離乳食 540 円 

○ミルク 200cc 162 円 

※コルクフロアはフローリングより温かく、クッション性が高いのでケガがしにくくなっています。 

また、カーペットに比べ水分吸収をしにくいので衛生的です。 

■場  所 東京ドームホテル ７階 

■営業時間 10:00～18:00（左記以外の時間もご予約により承ります） 

■予  約 完全予約制。前日の 16:00 迄にご予約ください。 

■料  金 基本料金（9:00～18:00 の２時間）    5,400 円     

 追加料金  1,350 円/30 分  

 早朝･夜間（7:00～9:00/18:00～22:00）割増  378 円/30 分  

 深夜（22:00～翌 7:00）割増  810 円/30 分  

＊ご予約は 2 時間からとなります。 

＊7：00～8:00、22:00 を超えてのご利用には 5,400 円、 

23:00～翌 7:00 においては、10,800 円を出張費として別途申し受けます。 

＊前日 16:00 以降のキャンセル・変更にはキャンセル料が発生します。 

  ＊客室でのシッターサービスには、3,240 円を別途申し受けます。 

■電話番号 03-5805-2272 

 

 

 



宿泊関連宿泊関連宿泊関連宿泊関連                                                     

全 1006 室のうち、常設のトリプルルームが 22 室、トリ

プル使用可能なツインルームが 136 室、さらにツイン＆ツ

インとトリプル使用可能なツイン＆トリプルのコネクティ

ングルームが 66 室ございますので、ファミリー利用にも最

適です。 

■貸出品・備品■貸出品・備品■貸出品・備品■貸出品・備品    

○ベビーベッド無料貸出（おねしょシート付） 

○スリープガード（ベッド転落防止用） 

○お子様用浴衣（総丈 90cm） 

○お子様用スリッパ（20cm） 

○お子様用歯ブラシ 

○全客室に電気ポット 

○9～41 階の各フロアに製氷機 

※ベビーベッド、スリープガードは数に限りがあります。 

■東京ドームシティ施設優待割引■東京ドームシティ施設優待割引■東京ドームシティ施設優待割引■東京ドームシティ施設優待割引    

客室内に優待割引チケットをご用意しております。1 枚で 5 名様まで利用可。東京ドームシティ アトラク

ションズ、東京ドームボウリングセンター、野球殿堂博物館、スパラクーアなどの施設を特別料金でお楽し

みいただけます。 

＊ご宿泊のお客様に限ります。 

    

主な主な主な主なレストランのキッズメニューレストランのキッズメニューレストランのキッズメニューレストランのキッズメニュー                                                    

※表示料金には 10％のサービス料を加算させていただきます。（「リラッサ」・「シズラー」を除く） 

※キッズメニューは 4 才～12 才のお子様を対象としています。（「シズラー」を除く） 

※お子様用チェアは、バー、ラウンジを除く各店でご用意しているほか、2 階（「シズラー」内）、3 階、43 階レスト

ランの女性化粧室におむつ換え用ベッドを備えています。（3 階は身障者用化粧室にもおむつ換えベッドおよび授乳

室があります。） 

    

    

    

    

    

    

 

階 レストラン名 メニュー     ※(  )内は消費税込みの料金です 

43 サウンドステージ＆ダイニング キッズプレート（ドリンク・デザート付） 1,400 円（1,512 円） 

  「アーティスト カフェ」 ＊ランチ・ディナー共通   

6 ダイニング「ドゥ ミル」 アンファンメニュー（ドリンク・デザート付） 2,900 円（3,132 円） 

  ※個室利用限定・要予約 プティフレンチメニュー（ドリンク・デザート付） 3,700 円（3,996 円） 

4 京料理「熊魚菴たん熊北店」 

お子様メニュー（小鉢・前菜・造り・油物・止椀・ 

ちらし寿司・デザート） 

3,000 円（3,240 円） 

    ＊ランチ・ディナー共通   

3 スーパーダイニング「リラッサ」 ランチ・ディナーブッフェ 各 1,260 円（1,296 円）  

2 ステーキ･シーフード･サラダ ●3～6 才対象メニュー 

 

  「シズラー」 キッズ ステーキ（サラダバー付き） 1,520 円  

    キッズ サラダバー  （チーズトースト付き） 800 円  

  
※税込・サービス料はいただいておりません。 

●7～12 才（小学生）対象メニュー 

 

    チャイルド バーガー（サラダバー付き） 1,420 円  

    チャイルド サラダバー（チーズトースト付き） 1,110 円  

お子様用浴衣・スリッパ・歯ブラシ（イメージ） 



ガーデンプールのご利用ガーデンプールのご利用ガーデンプールのご利用ガーデンプールのご利用                                            

ご宿泊のお客様を対象として、夏期のみご利用いただけます。 

■営業期間 7 月 19 日（土）～8 月 31 日（日） ※2014 年度 

■営業時間 10:00～19:00 

■料  金 宿泊者   1,620 円   

宿泊者以外 平日：4,320 円 

土・日曜・祝日・特定日（8/11～15）：5,400 円 

  ※購入日に限り再入場可 

※お子様も同料金 

※6 才未満は無料･12 才以下は保護者同伴が必要 

  ※タオル、ロッカー、デッキチェア、サンダル利用料を含む 

 

お子様向け会員組織お子様向け会員組織お子様向け会員組織お子様向け会員組織    KidsKidsKidsKids

キ ッ ズ

    ClubClubClubClub

ク ラ ブ

    DomiesDomiesDomiesDomies

ド ー ミ ー ズ

                                                                    

東京ドームホテル主催のお子様向けイベントの優先予約や割引特典があります。ポイント機能はありま

せん。 

※入会時に専用カードが届くほか、お子様向けイベントのお知らせが届きます。 

■会員特典 お子様向けイベントの優先予約、割引 

■入会資格 日本国内在住の 3 歳～12 歳のお子様 ※保護者の同意が必要です。 

■会  費 入会金･年会費無料 

■有効期限 入会申し込みから 2 年後の月末 

■問い合わせ先 東京ドームホテル 03-5805-2111 

  営業時間：土日祝・年末年始を除く 10:00～12:00／13:00～17:00 

 

その他その他その他その他                                                        

■お子様向け商品の販売 2 階ホテルショップにて、ベビー用品として、ハンドルカップ、ベビースタイ

〔よだれかけ〕、お子様用紙パンツ等を販売しているほか、ファンシーグッズ、

玩具などのお子様用商品も取り揃えています。 

営業時間：8:00～22:00  

■おむつ換えスペース等 館内 13 ヶ所の化粧室および身障者用化粧室にベビーチェア、ベビーシート、 

チェンジングボードを設置しています。 

 ○宴会場フロア（B1 階

＊

、5 階、42 階） 

 ○レストランフロア（2 階、3 階

＊

、4 階、43 階） 

 ○メインロビー（1 階

＊

） 

 ＊化粧室のほか、身障者用化粧室にも設置している場所。 

■東京ドームシティ内催事案内 

東京ドームシティ内の各施設で開催されるイベントやお子様向けショーなどに

ついて、1 階ゲストリレーションデスクにてご案内しています。 

本件に関する報道関係者の方のお問い合わせ先 

東京ドームホテル 

総支配人室 広報担当 

〒112-8562 東京都文京区後楽 1-3-61 

TEL.03-5805-2151 FAX.03-5805-2153 

URL http://www.tokyodome-hotels.co.jp 

        

14/06/16 


