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報道関係各位 

  

東京ドームシティのウィンターイルミネーションを一望できる「宿泊プラン」販売 

思わず笑顔になる「期間限定メニュー」も登場 

東京ドームシティを彩る 5,000個のスマイル！訪れる皆様を笑顔に！ 

2020年 9月 29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：大川大作）

では、2020 年 11 月 13 日（金）～12 月 25 日（金）の期間、スマイルをテーマとした東京ドーム

シティ ウィンターイルミネーション『スマイルミ』を一望できる宿泊プランを販売いたします。

また、『スマイルミ』とコラボレーションしたカクテルやスイーツなど限定メニューもお楽しみい

ただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京ドームシティでは、2020 年 11 月 13 日（金）～12 月 25 日（金）の期間、『東京ドームシティ ウ

ィンターイルミネーション「スマイルミ」』と題し、冬期恒例のイルミネーションが開催されます。 

今年は東京ドームシティを訪れるすべての方々が笑顔になれますよう願いを込めて「スマイル」をテ

ーマにしました。光り輝く 5,000 個のスマイリー・フェイスで飾られた高さ約 15ｍの巨大なスマイル

ツリーをメインとして、東京ドームシティ全体が笑顔いっぱいのイルミネーションで彩られます。 

•東京ドームシティを彩るイルミネーションを見渡す、最高のロケーション！！ 

東京ドームシティ ウィンターイルミネーション 「スマイルミ」宿泊プラン 

華やかに彩られた東京ドームシティのイルミネーションを、プライベート空間で眺めながら、ゆった

りとホテルステイ。また、本プランには遊園地の乗り物券がお一人様 2回分ついておりますので、この

時期しか見られないキラキラ輝くクリスマスの夜景と共に、お好きなアトラクションをお楽しみいただ

けます。 
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東京ドームシティ ウィンターイルミネーション『スマイルミ』イメージ 
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東京ドームシティ ウィンターイルミネーション 「スマイルミ」宿泊プラン概要 

※Go To トラベルキャンペーン対象 

期 間：2020 年 11 月 13 日（金）～12 月 25 日（金） 

料 金：1 泊 1 室 2 名様利用 ￥14,400～ （室料・サービス料・消費税込み） 

※チェックイン 14:00 / チェックアウト 11:00 

※ご朝食付きプランもございます 

内 容： 

（1）お部屋は東京ドーム側指定 

（2）東京ドームシティ アトラクションズ アトラクション 1 回券付き（お一人様 2 枚） 

ご予約開始日：2020 年 9 月 30 日（水）16:00～ 

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/ 

お問い合わせ：宿泊予約 TEL.03-5805-2222（平日・土曜 9:00～21:00/日曜・祝日 9:00～18:00） 

• 東京ドームホテル×東京ドームシティ 「スマイルミ」コラボレーションメニュー 

(1) 東京ドームホテル 6F バー「2000」：Emerald Smile / Sunshine Smile  

目の前に広がる東京ドームシティのイルミネーシ

ョンを一望できるメインバー。期間限定でメロンリキ

ュールにジンジャーエール、ブルーシロップを加え、

東京ドームシティの色鮮やかなイルミネーションを

イメージした「Emerald Smile」と、ラムやバラのリ

キュール、ミントを使用し華やかなテイストで思わず

笑顔になる「Sunshine Smile」をご提供いたします。 

 

イルミネーションカクテル販売概要 

期間：2020 年 11 月 13 日（金）～12 月 25 日（金） 

時間： 

【平日・土曜】19:00～24:00 

（ラストオーダー23:30） 

【日曜・祝日】18:00～24:00 

（ラストオーダー23:30） 

 

スタンダードダブルルーム 客室から見える東京ドームシティのイルミネーションイメージ 

バー「2000」店内 

Emerald Smile（左）・Sunshine Smile（右） 
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料金： 【左】Emerald Smile ￥1,980 ／ 【右】Sunshine Smile ￥2,200 

※消費税込み / 表示料金に別途サービス料が加算されます 

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/bar2000-illumination/ 

お問い合わせ：バー「2000」 TEL.03-5805-2299 

 

(2) 東京ドームホテル 1F ロビーラウンジ「ガーデンテラス」：スマイルフルーツショートケーキ 

苺やアプリコットを生クリームと挟み込んだフ

ルーツショートケーキ。彩り豊かなフルーツを添え、

「スマイル」がさらに可愛らしい印象に。 

 

スマイルフルーツショートケーキ販売概要 

期間： 2020 年 11 月 13 日（金）～12 月 25 日（金） 

時間： 10:00～18:00（ラストオーダー17:30） 

料金： ￥738 

※消費税込み / 表示料金に別途サービス料が加算されます 

URL:https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/gardenterrace-illumination/ 

お問い合わせ：ロビーラウンジ「ガーデンテラス」 TEL.03-5805-2201 

 

(3) 東京ドームホテル直営店 LaQua9F 和食「春風萬里」：東京ドームホテルの「スマイル」シェフプリン 

 

思わずほっこり笑顔になる癒し系プリン。ビターな

カラメルがアクセントに。ゆったりとした窓側のお席

からは東京ドームシティのイルミネーションをお楽

しみいただけます。 

 

東京ドームホテルの「スマイル」シェフプリン 

販売概要 

期間： 2020 年 11 月 13 日（金）～12 月 25 日（金） 

時間： 11:30～21:00（ラストオーダー20:20） 

料金： ￥530 

 

ロビーラウンジ「ガーデンテラス」店内 

スマイルフルーツショートケーキ 

和食「春風萬里」店内 

東京ドームホテルの「スマイル」シェフプリン 

和食「春風萬里」店内 
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※消費税込み / 15:00 以降、表示料金に別途サービス料が加算されます 

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/shunpubanri-illumination/ 

お問い合わせ：和食「春風萬里」TEL.03-3868-7231 

 

•東京ドームホテル×東京ドームシティ「スマイルミ」コラボレーションクリスマスケーキ 

東京ドームホテルのクリスマスケーキ：「SMILE XMAS [スマイルクリスマス]」【限定 20 台】 

東京ドームシティ ウィンターイルミネーシ

ョンのテーマである「スマイル」を中心として、

ご家族で過ごすクリスマスや職場へのプレゼ

ントにぴったりなクリスマスケーキを販売い

たします。9 種類の味わいをひとつのボックス

に。「SMILE XMAS」の頭文字をとり、それぞ

れに 9 つの意味を込めて、見た目も味も楽しく

みんなで分け合える、笑顔あふれるクリスマス

ケーキです。 

 

「SMILE XMAS」販売概要 

※限定 20 台  

予約期間： 2020 年 11 月 2 日（月）～12 月 20 日（日）（受付時間 11:00～20:00） 

予約方法： お電話、東京ドームホテル 公式ウェブサイト または ご来店にて承ります 

お引き渡し期間：2020 年 12 月 21 日（月）～12 月 25 日（金）（受付時間 11:00～20:00） 

お引き渡し場所：3F スーパーダイニング「リラッサ｣ 

料  金：￥9,600 ※消費税込み 

※9 種 1 セットの販売となります 

※アルコール未使用 

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/christmascake/ 

ご予約・お問い合わせ：スーパーダイニング「リラッサ」TEL.03-5805-2277 

 

•『東京ドームシティ ウィンターイルミネーション「スマイルミ」』概要 

関連情報 URL：https://www.tokyo-dome.co.jp/illumination/ ※10 月上旬公開予定 

期 間：2020 年 11 月 13 日（金）～12 月 25 日（金） 

場 所：東京ドームシティ全域 

時 間：17:00～24:00 ※場所により一部異なる 

テーマ：「スマイル」 

協 力：ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団 

お問い合わせ：東京ドームシティわくわくダイヤル TEL.03-5800-9999 

東京ドームホテルのクリスマスケーキ「SMILE XMAS」※9 種 1 セット 
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•スマイリー・フェイス（略称スマイル）について 

1972 年、悪いニュースを目にすることが多くなった時代に、ちょっとしたハッピーを広めたいと、新聞で

良いニュースを強調するために使われたのがブランドの始まり。音楽との親和性は、創業時より高く、世代

を超えて多くのミュージシャンやポップカルチャーに影響を与えてきました。そして、今や「スマイル」の

持つパワーを、社会に思い出させる存在になっています。 

 

•新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

当ホテルおよび東京ドームシティでは、お客様と従業員の安全・安心を第一に考え、新型コロナウイルス

感染拡大防止に取り組んでおります。詳細はこちらをご覧ください。 

東京ドームホテル URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/safety/coronavirus/ 

東京ドームシティ URL：https://www.tokyo-dome.co.jp/safety-policy/ 

 

 

東京ドームホテルについて 

2000年 6月 1日開業。都心最大級のエンタテインメントエリア「東京ドームシティ」にそびえる高層ホテル。 

丹下健三･都市･建築設計研究所（現：丹下都市建築設計）による建物は、力強い構造フレームと柔らかな曲面が印象的な

モダンなデザイン。外装には、濃淡グレーのセラミックプレートと透過性と反射性を合わせもつガラスを使用し、刻々と

表情を変えていく空や都市の景色を映し出している。地下 3 階、地上 43 階の高層ビルは、高さ 155m、 延床面積

105,856.6㎡で、客室 1,006 室、レストラン＆ラウンジ 8 店、大中小宴会場 18 室のほか、チャペル・神殿などの婚礼施

設、屋外プールなどを備えている。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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.03-3571-5365  FAX.03-3571-5259 
 URL https://www.tokyodome-hotels.co.jp  
 報道関係資料 https://www.tokyodome-hotels.co.jp/company/press 
  

 

 

今年 6月に当ホテルはおかげさまで開業 20周年を迎えました。「楽しさ度

ランキングＮO.1 ホテル」のビジョンを掲げ、これからも日々お客様への

おもてなしに努めてまいります。 

 

※本リリースの画像は全てイメージです。 

※画像に関しまして、本リリース案件以外での二次使用や加工等はご遠慮ください。 

※内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

東京ドームホテル 外観 

 

https://www.tokyodome-hotels.co.jp/company/press

