
 

1/3  

 

※ 本リリースの画像は全てイメージです。 

※ 食材の入荷状況によりメニューが変更になる場合がございます。 

 

 

 

4 月 27日（土）～5月 6日（休・月） 

ソフトクリームに綿あめを巻いた見た目にも可愛らしい特別

スイーツ「ふわふわ綿あめソフト」をご提供いたします。 

お好みのトッピングでアレンジして、オリジナルのソフトクリ

ームをお楽しみいただけます。 

 
 
 

 

 

 

報道関係各位 

東京ドームホテル 

 『ゴールデンウイーク情報』  
～楽しさがいっぱいの 10日間！！～ 

2019年 3月吉日 

 

東京ドームホテル（所在地：東京都文京区後楽 1-3-61、代表取締役社長 総支配人：萩原実）

ではレストラン各店舗をはじめとした楽しい企画をご用意し、今年のゴールデンウイークを盛り上

げます。 

 

  

 

 

本フェアでは“海の幸の祭典”をテーマに、大人気の蟹や海老をはじめ、真鯛や帆立など豊富な

海の幸を使用した逸品を、バラエティ豊かなブッフェスタイルでご提供いたします。 

さらにゴールデンウイーク 10日間は楽しさがいっぱいの様々な企画をご用意いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

＜特別企画概要＞  ※ディナー限定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スーパーダイニング「リラッサ」『シーフードフェスタ～海の幸の祭典～』 

ゴールデンウイーク 10日間限定の特別企画 

4 月 27日（土）   スイーツエリアがパワーアップ 

～4月 30 日（休・火） 通常よりメニュー数を増やしてご提供い

たします。 

5 月 1 日（祝・水） 「いくら」をご提供 

6 日（休・月）    海の幸の定番！大人気の“いくら”を 

2日間限定でご提供いたします。 

 5 月 2 日（休・木） 「刀削麺」パフォーマンス 

本場中国の料理人によるパフォーマンス

をお楽しみいただきながら、出来たての

刀削麺をご提供いたします。 

5 月 3 日（祝・金） ワイン（赤・白）飲み放題 

ブッフェ料金に追加 1,080円（税込）で 

ワイン（赤・白）を時間内飲み放題にて 

ご用意いたします。 

 

 

5 月 4 日（祝・土）  ライブパフォーマンス 

5 日（祝・日）   海外のアコーディオニストが奏でる音楽で 

優雅な時間を演出いたします。 

＜特別スイーツ提供＞  ※ランチ・ディナー共通 
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北京ダックや海老のチリソースなど約 50 種類以上のメニ

ューよりお好きな料理をご注文いただける大好評のオーダ

ー式のバイキングを開催いたします。お一人様一皿限定（※

大人料金のみ対象）のスペシャルメニューには「フカヒレの

醤油煮込み 上海風」をご用意いたします。 

＜お子様料金半額＞ 

【期間：2019年 5月 3 日(祝･金)～5月 6日(休･月)】 

大人 1 名様につきお子様(4 歳～小学生)1 名様まで、お子様通常料金￥2,778（3,000）のところを、

￥1,389（1,500）の半額にてご提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お子様の成長のお祝いに、こいのぼりをイメージしたスイーツを今年もゴールデンウイーク 3日

間限定で販売いたします。   
  

 
 
 
 
 
 
 

『シーフードフェスタ～海の幸の祭典～』 開催概要 

■ 期間：2019年 4月 1日（月）～5月 31日（金） 

■ 時間：ランチ     11:30～15:00（ラストイン 14:30） 
ディナー  17:00～21:30（ラストイン 21:00） 

■ 場所：3F スーパーダイニング「リラッサ」   
  https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/rilassa-seafood/ 
■ 料金：ランチブッフェ （90分制） お一人様  ￥2,900（3,132） 

お子様（4歳～小学生） ￥1,300（1,404） 
ディナーブッフェ（120分制） お一人様  ￥4,500（4,860） 

お子様（4歳～小学生） ￥1,700（1,836） 
シニア（65歳以上）    ￥3,900（4,212） 
※（ ）内は消費税込み、ソフトドリンクバー付き 

■ ご予約・お問い合わせ：TEL.03-5805-2277  

■中国料理「後楽園飯店」  『オーダーバイキング』お子様料金半額 

■ロビーラウンジ「ガーデンテラス」 期間限定スイーツ『こいのぼり』 
） 

『こいのぼり』 販売概要 ※アルコール不使用 

■ 期間：2019年 5月 3日（祝・金）～5月 5日（祝・日） 

■ 時間：9:00～20:00（ラストオーダー19:30） 
■ 場所：1F ロビーラウンジ「ガーデンテラス」 

https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restauran
ts/fair/gardenterrace-koinobori/ 
■ 料金：￥624（673） 
※（ ）内は消費税込み、サービス料別 

■ お問い合わせ：TEL.03-5805-2201 

『オーダーバイキング』 開催概要 

■ 期間：2019年 3月 16 日（土）～4月 14日（日） 

4月 27 日（土）～5月 26日（日）の土･日･祝日 

■ 時間：17:00～22:00（ラストイン 19:30）【2時間制】 
■ 場所：後楽園ホールビル 2F 中国料理「後楽園飯店」   

https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/hanten-orderviking/ 
■ 料金： お一人様  ￥5,093（5,500） 

お子様（4歳～小学生） ￥2,778（3,000） 
※（ ）内は消費税込み、サービス料込み 

■ ご利用条件：個室利用不可  / 1組 2～20名様 /  1日 50名様限定 
■ ご予約・お問い合わせ：【前日までに要予約】TEL.03-3817-6134 

https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/rilassa-seafood/
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/gardenterrace-koinobori/
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/gardenterrace-koinobori/
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/hanten-orderviking/
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こどもの日の記念に、お子様用の兜・鎧・刀をご試着体験としてご用意。金屏風の前で記念写真

を撮影していただけます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
「恐竜」と「騎士」をモチーフにしたスーパー戦隊「騎士竜戦隊

リュウソウジャー」が繰り広げるアクション満載のステージと、バ

リエーションに富んだブッフェスタイルのお食事をご提供いたしま

す。 

またヒーローショーには、テレビシリーズ史上初のＷ戦隊となっ

た前作「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」

のルパンレッドとパトレン 1号が登場する他、ミニコンサートも開

催。さらにお子様券をお持ちのお客様には「騎士竜戦隊リュウソウ

ジャー」との写真撮影やお土産をプレゼントいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

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                      共同ピーアール 
 総支配人室 渡辺 PRアカウント本部 11部 大須賀／佐藤／長瀬 
 〒112-8562 東京都文京区後楽 1-3-61 〒104-8158 東京都中央区銀座 7-2-22 同和ビル 
 TEL.03-5805-2151  FAX.03-5805-2153 TEL.03-3571-5236  FAX.03-3574-9364 
 URL https://www.tokyodome-hotels.co.jp  
 報道関係資料 https://www.tokyodome-hotels.co.jp/company/press 

 

 

■こどもの日特別イベント情報『ちびっこ兜試着コーナー』 
） 

『ちびっこ兜試着コーナー』 開催概要 

■ 日時：2019年 5月 5日（祝・日） 

11:00～16:00（予定）  

■ 場所：1F ロビー 
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/inform

ation-kabuto/ 
■ 料金：無料 ※撮影カメラをご持参ください。 

■ 対象：小学校低学年 
■ お問い合わせ：東京ドームホテル（代表） 

TEL.03-5805-2111 

■『騎士竜戦隊リュウソウジャー GW ファミリーブッフェ』 
） 

©2019 テレビ朝日･東映 AG･東映 

 

AG・東映 

 

『騎士竜戦隊リュウソウジャー ＧＷファミリーブッフェ』 開催概要 

■ 日時：2019年 5月 4日(祝・土)  

第 1回 10:15～ 第 2回 13:30～  

■ 会場：東京ドームホテル B1 大宴会場「天空」  
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/ryusoulger-familybuffet/ 

■ 料金：大人(中学生以上) ￥10,000   お子様(3歳～小学生) ￥8,000 

※お食事、お飲物、ショー、ミニコンサート、サービス料、消費税込み 

※お子様券には「騎士竜戦隊リュウソウジャー」との写真撮影会とお土産付き 

※3歳未満のお子様でも、お席が必要な場合は有料 

■ ご予約：東京ドームホテル 公式ウェブサイトにてご予約承り中 
■ お問い合わせ：バンケットセールス部 イベント事務局  
  TEL.03-5805-2323（受付時間 11:00～18:00） 
 
 

https://www.tokyodome-hotels.co.jp/information-kabuto/
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/information-kabuto/
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/ryusoulger-familybuffet/

