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２０１８年７月４日
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

夏のデックス東京ビーチは、楽しむ・食べる・見る・触れる…楽しいイベント大集結

「真夏の特盛デックス」開催
実施期間：２０１８年７月１４日（土）～８月１３日（月）まで
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社（本社：東京都港区、社長：粟辻稔泰）が運営管理する東京・お台場の商業施
設「デックス東京ビーチ」（東京都港区台場１－６－１）は、「真夏の特盛デックス」と題し、「巨大ティラノサウルスがやっ
てくる！」、「メガ盛りメニューフェア」、「移動動物園 みる ふれる展」など夏休みにぴったりなファミリーで楽しめる１１の
イベントを２０１８年７月１４日（土）～８月１３日（月）まで実施します。

※真夏の特盛デックスイメージ
右下：©石田スイ／集英社・東京喰種:re 製作委員会

今年の夏は、館内のエンターテインメント施設をはじめ、レストラン、イベントコーナーを中心に“楽しむ・食べる・見る・
触れる”、ファミリーで楽しめるイベントを展開。夏休みの楽しい体験を提供します。
＜開催概要＞
・名
称：
・期
間：
・場
所：
・内
容：

真夏の特盛デックス
２０１８年７月１４日（土）～８月１３日（月）まで
デックス東京ビーチ内
以下代表的なイベントの他、東京ジョイポリス、レゴランド・ディスカバリー・センター東京、
マダム・タッソー東京などでもイベントを予定。
※下記（次ページ以降）詳細をご参照ください。
１．巨大ティラノサウルスがやってくる！
今にも動き出しそうな、リアルなバルーン製巨大ティラノサウルス（直径約８ｍ、高さ約４ｍ）がデックス広場に登場。
迫力ある展示をお楽しみいただけます。フォトプロップスで写真撮影ができるコーナーもあります。
２．移動動物園 みる ふれる展
爬虫類やちょっと珍しい動物たち、可愛い小動物や鳥など２０種類以上の動物が大集合。入場料無料。
３．夏休みキッズワークショップ
７月の土曜日はキッズワークショップを開催。日程により内容が異なる夏休みにぴったりの催しを予定しています。
４．みんなのアイドルフェスティバル２０１８
総勢約３０組のアイドルによるライブを開催！
５．メガ盛りメニューフェア
暑い夏を盛り上げる“メガ盛り”メニューが１８品大集結。カフェグリル ビッグシェフの「メガダブルステーキ（ハンバ
ーグ３００ｇ、ステーキ３００ｇ）」３，９５０円（税込）、築地玉寿司の「絢爛ハレ!! Sushi cake」１，７２８円（税込）など
１８店舗でメガ盛りメニューが味わえます。

＜イベント詳細＞

■巨大ティラノサウルスがやってくる！
リアルなバルーン製巨大ティラノサウルス（直径約８m、高さ約４m）がデ
ックス広場に登場。迫力ある展示をお楽しみいただけます。フォトプロップ
スで写真撮影ができるコーナーもあります。
・期
間：２０１８年７月３１日（火）～８月１３日（月）
・時
間：１１：００～２１：００
・場
所：シーサイドモール３Ｆ デックス広場

バルーン製巨大ティラノサウルス
※画像はイメージです

■移動動物園 みる ふれる展
爬虫類やちょっと珍しい動物たち、みんな大好きな可愛い小動物や鳥
など２０種類以上の動物が大集合!!入場料無料。
・開 催 日：２０１８年７月１５日（日）、７月２２日（日）、７月２９日（日）
・時
間：１２：００～１７：００
・場
所：３Ｆ センターデッキ
・料
金：無料
うさぎ＆モルモット、アルマジロ
※画像はイメージです。

■夏休みキッズワークショップ
７月の土曜日はキッズワークショップを開催。日程により内容が異なる
夏休みにぴったりの催しを予定しています。
・開 催 日：２０１８年７月１４日（土）、７月２１日（土）、７月２８日（土）
・時
間：１２：００～１７：００
・場
所：シーサイドモール５Ｆ レストラン広場
・対
象：当施設内で１，０００円（税込）以上お買い上げの方
※当日のみ有効
※レシート（合算可）１枚につき、お子様１名様がご参加いただ
けます
・定
員：８０名／日 ※定員に達し次第終了
・内
容：① ７月１４日（土）：３Ｄ恐竜パズルをつくろう
② ７月２１日（土）：多肉植物の寄せ植えをつくろう
③ ７月２８日（土）：恐竜の色付けであそぼう

多肉植物の寄せ植え
※画像はイメージです。

■みんなのアイドルフェスティバル２０１８
総勢約３０組のアイドルによるライブを今年も開催！
・開 催 日：２０１８年８月３日（金）、８月４日（土）、８月５日（日）
・時
間：１６：００～２０：００
・場
所：３Ｆ シーサイドデッキ
・内
容：アイドル達によるライブと物販イベントを３日間にかけ開催します。
※出場者数、イベント時間は予告なく変更する可能性があります。

恐竜の色付け
※画像はイメージです

■メガ盛りメニューフェア
暑い夏を盛り上げる“メガ盛り”メニューが１８品大集結。カフェグリル ビッグシェフの「メガダブルステーキ（ハンバ
ーグ３００ｇ、ステーキ３００ｇ）」３，９５０円（税込）、築地玉寿司の「絢爛ハレ!! Sushi cake」１，７２８円（税込）など
１８店舗でメガ盛りメニューが味わえます。
・期
間：２０１８年７月１４日（土）～９月２日（日）
・場
所：館内参加飲食店舗 １８店舗
・メニュー（一部）

※詳細はデックス東京ビーチ館内設置チラシ、及び館内フェア告知物をご覧ください。

メガダブルステーキ（ハンバーグ３００ｇ、ステーキ３００ｇ）
／３，９５０円（税込）ライス付
５Ｆ 「カフェグリル ビッグシェフ」

絢爛ハレ!! Sushi cake／１，７２８円（税込）

肉汁が溢れるジューシーなハンバーグと、食べごたえのあるス
テーキが一緒になった、豪華な組み合わせの料理です。

ウニやイクラ、カニで豪華に彩られた、夏ならではのスペシャル
なメニューです。

スパイシー!! 辛口全部のせセット／２，５００円（税込）
５Ｆ 「カザーナ」

富士山バーグ／２，４６０円（税込）
６Ｆ 「1129 by Ogawa」

スパイシー料理を食べて贅沢三昧! 辛口料理を全部まとめて
のせました! ※辛口要注意

国産牛１００％のメガハンバーグに、山盛りの大根おろしをのせ
ました。さっぱりゆずポン酢で！

３色Ｇ（ギガ）２０個／２，０００円（税込）
４Ｆ 「芋蛸」

ストップねぎ＆ストップイカ天 ８個／１，０００円（税込）
４Ｆ 「天王寺 アベノタコヤキ やまちゃん

２０個のたこ焼きの上に、３色のトッピング（ネギ、紅エビ、食用
菊）をのせたスペシャルメニューです。

ネギ好きにはたまらないメニュー。ストップと言うまでネギとイカ
天をおのせします。

５Ｆ 「築地玉寿司」

■千本引き抽選会
楽しい景品が当たる千本引き抽選会を開催。
・開 催 日：２０１８年８月１１日（土）、８月１２日（日）、８月１３日（月）
・時
間：１３：００～２１：００
・場
所：シーサイドモール５Ｆ レストラン広場
・対
象：当施設内でお買い上げレシート２,０００円以上分（合算可）
１枚につき１回実施。
※１日先着５００本。１名様につき最大３回まで。

千本引き抽選会
※画像はイメージです。

■マダム・タッソー東京 フィギュア展示
普段マダム・タッソー内でしか見ることができないフィギュアが期間
限定で、デックス広場にやってくる！
・期
間：２０１８年７月１４日（土）～７月２０日（金）
・時
間：１１：００～２１：００
・場
所：シーサイドモール３Ｆ デックス広場
マダム・タッソー東京 フィギュア展示

■レゴ®ニンジャゴー夏祭り！
７月１４日（土）から「レゴ®ニンジャゴー夏祭り！」がスタート！
レゴ®でワクワク、ニンジャにドキドキするイベントが盛りだくさん！
・期
間：２０１８年７月１４日（土）～８月３１日（金）
・時
間：平日/１１：００～２０：００
：土・日・祝/１１：００～２１：００
・場
所：レゴランド・ディスカバリー･センター東京

レゴ®ニンジャゴー夏祭り！

■東京喰種トーキョーグール：re × JOYPOLIS ジョイポリス区 CCG 潜入作戦
TV アニメ「東京喰種トーキョーグール：re」とのコラボレーションイベント！
オリジナルグッズの販売など、盛りだくさん！
・期
間：２０１８年７月２６日（木）～１０月２１日（日）
・時
間：１０：００～２２：００（最終入場２１：１５）※時期により異なります
・場
所：東京ジョイポリス館内
・料
金：大人（１８歳以上）８００円（税込）、小中高生５００円（税込）
※その他、乗り放題、イベントコラボチケットなど、各種あり
東京喰種：re×JOYPOLIS CCG 潜入作戦
©石田スイ／集英社・東京喰種:re 製作委員会

■ウォーターバルーン
ボールの中に入って水の上で遊べる遊具がシーサイドデッキに期間限定で
登場。
・期
間：２０１８年８月１２日（日）～８月１９日（日）
・時
間：１１：００～日没
・場
所：３F シーサイドデッキ
・料
金：８００円（税込）/人 （５分）
・対
象：３歳以上
･そ の 他：天候により急遽中止となる場合もございます。

ウォーターバルーン

■北海道フェア
食の宝庫北海道より美味しいものが大集合！！
北の海と大地の恵みの数々をぜひご賞味ください！
・期
間：２０１８年７月２１日（土）～７月３０日（月）
・時
間：１１：００～２０：００ ※７月３０日(月)は１７：００終了
・場
所：シーサイドモール３Ｆ デックス広場

＜施設概要＞
施 設 名 称

デックス東京ビーチ （デックストウキョウビーチ）

所 在 地
店 舗 数
営 業 時 間

〒１３５－００９１東京都港区台場１－６－１
８１店舗（２０１８年３月２日現在）
路面店舗 レストラン、カフェ、物販、サービス、その他ショップ
３Ｆ～５Ｆ レストラン、カフェ、物販、東京トリックアート迷宮館
３Ｆ
東京ジョイポリス
３Ｆ
マダム・タッソー東京（入口）
３Ｆ

施設代表ＴＥＬ
公 式 ＨＰ
ア ク セ ス

レゴランド・ディスカバリー・センター東京（入口）

５Ｆ
レストラン
６Ｆ
レストラン
０３－３５９９－６５００
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｏｄａｉｂａ-ｄｅｃｋｓ.ｃｏｍ/
電車
ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅から徒歩２分
りんかい線「東京テレポート」駅から徒歩５分
車
首都高速１１号台場線「台場ランプ」から約３分
首都高速湾岸線「有明/臨海副都心ランプ」から約４分

＜夏季営業時間変更について＞

※路面店、５・６Ｆレストラン・カフェ、３Ｆレゴランドは、営業時間に変更なし

◇３Ｆ～５Ｆ：物販、東京トリックアート迷宮館
２０１８年７月１４日（土）～９月２日（日）

各店により異なる
１１：００～２１：００
１０：００～２２：００ （最終入場２１：１５）
平日 １１：００～２０：００ （最終入場１９：００）
土日祝 １０：００～２０：００ （最終入場１９：００）
平日 １０：００～２０：００ （最終入場１８：００）
土日祝 １０：００～２１：００ （最終入場１９：００）
１１：００～２３：００
１１：００～２４：００

※たこ焼ミュージアム以外
※８月１１日（土）～８月１５日（水）は除く

平日

１１：００～２１：００ （通常営業）

土日祝

１０：３０～２１：３０ ※９月２日（日）は２１：００閉店
１０：３０～２２：００

２０１８年８月１１日（土）～８月１５日（水）
◇４Ｆ：たこ焼ミュージアム
２０１８年７月１４日（土）～９月２日（日）

※８月１１日（土）～８月１５日（水）は除く

平日

１１：００～２１：００ （通常営業）

土日祝

１０：３０～２２：００

２０１８年８月１１日（土）～８月１５日（水）

１０：３０～２２：００

◇３Ｆ：東京ジョイポリス
２０１８年８月１日（水）～８月３１日（金）

１０：００～２３：００

２０１８年８月１１日（土）～８月１６日（木）

９：００～２３：００

◇３Ｆ：マダム・タッソー
２０１８年８月１３日（月）～８月１７日（金）

１０：００～２０：００

読者・視聴者からのお問合せ先

Ｔｅｌ：０３－３５９９－６５００

