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２００８年６月１０日 

 

 新タワーの名称が決定しました。 
多数のご投票ありがとうございました。 

東京に新しいタワーが生まれます。

東 武 鉄 道 株 式 会 社 

新東京タワー株式会社 

 
 東武鉄道株式会社（本社：東京都墨田区）と新東京タワー株式会社（本社：東京都墨田区）で

は、全国の皆様の投票によって新タワーの名前を決める「新タワーネーミング全国投票」を、２

００８年４月１日～５月３０日にかけて実施しましたが、その集計結果がまとまりましたので、

新タワーの名称を発表いたします。 

 

  

 

 

 

 

新タワーの名称につきましては、本プロジェクトが目指す「開かれたコミュニティ」を象徴す

る取り組みとして、多くの皆様に参加していただき、透明性のある形で決定したいとの考えから、

昨年１０月２６日から１１月２５日にかけて名称案の全国公募を行い、皆様からいただいた１８，

６０６件の新タワー名称案の中から、３月１９日に開催された作詞家の阿木燿子さんをはじめと

した有識者１０人による「新タワー名称検討委員会」にて、全国投票の名称候補６案を選定いた

しました。 

主な選定基準は、「①名称が新タワーのイメージや特徴をあらわすこと」、「②子どもからお年寄

り、外国の方にも親しまれること」、「③品格があり、50 年後も 100 年後も日本を代表する建築物

にふさわしいこと」であり、選定された名称候補は、どれも新タワーの名称にふさわしいもので

した。 

これら名称候補に対する今回の全国投票では、東京を始め広く全国から、また幅広い年齢層か

ら１１０，４１９票のご投票をいただき、得票数の最も多かった名称候補に決定しました。 

また、この名称決定に合わせて新東京タワー株式会社は社名変更を行います。新社名は、今回

決定した新タワーの名称を取り入れており、この新名称が広く親しまれ、新タワーのブランド価

値が向上するよう社員一丸となって取り組んでまいりたいと考えています。 

  

●新社名：別紙にて発表させていただきます。 

＜新タワー名称＞ 
決定した名称は別紙をご覧ください。総投票数は１１０，４１９票でした。 
今般、投票数が最も多かった名称候補を新タワーの名称に決定しました。 

 

なお、新タワーネーミング全国投票の概要・結果は別紙のとおりです。 

以 上 
 

 

 



２００８年６月１０日 

新タワーの名称が下記の通り決定しました。 
 

＜新タワー 名称＞ 

 

 

東京スカイツリー 
 

「ツリー＝木」は、人々が集い、心を寄せ合う豊かなコミュニティのシンボル。空に向かって 

伸びる大きな木のようなタワーのもとに、人と環境にやさしい街が生まれ、世界の人々が 

集い、新しい文化が創造されていきます。 

 

ロゴマーク 

 

 

 

 

 

 

 
新しいタワーから生まれていく様々な「モノ」や「コト」、 

そこに集う人々のワクワクした気持ちをカラフルなドットで表現。 

タワーのシルエットと組み合わされることで、空へと伸びる「木」に、葉が繁り、花が咲き、 

豊かに果実が実る様子がデザインされています。 

 

 



『新タワーネーミング全国投票』 結果概要 

１． 応募期間    ２００８年４月１日～５月３０日 

２． 応募方法    ＷＥＢ・携帯電話・「はがき｣の３通り 

３． 応募数     総投票数：１１０，４１９票 

有効投票数：１０９，７０６票（ＷＥＢ５８．３％・携帯電話１４．８ ％・「はがき」２６．９％） 

 

ライジングタワー

14.1％ 東京ＥＤＯタワー

28.4％ 

東京スカイツリー

29.8％ 

ゆめみやぐら 

9.1％ 

ライジングイーストタワー

5.9％ 

みらいタワー 

12.7％ 

４．候補案別投票数 

① 東京スカイツリー ３２，６９９票

② 東京ＥＤＯタワー ３１，１８５票

③ ライジングタワー １５，５３９票

④ みらいタワー １３，９１５票

⑤ ゆめみやぐら ９，９４２票

⑥ ライジングイーストタワー ６，４２６票

 
不明 1.7％ 

 

女性 

44.9％ 

５．投票者属性  

   （１）性別 
男性 

53.4％ 
男 性   ５３．４％ 

         女 性   ４４．９％   ※不 明  １．７％ 

 

   （２）年齢 
不明 0.6％ 

    ２０代以下  ２４．２％（男性 44.0%・女性 55.2%） 60 代以上 9.5％ 

50 代 

13.2％ 

40 代 

21.6％ 
30 代 

30.9％ 

20 代以下 

24.2％ 
    ３０代     ３０．９％（男性 50.7%・女性 48.7%） 

    ４０代     ２１．６％（男性 61.8%・女性 37.3%） 

    ５０代     １３．２％（男性 61.3%・女性 36.3%） 

    ６０代以上   ９．５％（男性 58.2%・女性 37.6%） 

 ※不明 ０．６％ 

 

（３）居住地域 

その他 

27.3％ 

福岡県 2.2％ 
栃木県 2.3％ 

兵庫県 2.5％ 

北海道 2.8％ 

愛知県 3.7％ 
神奈川県 8.0％

埼玉県 

15.1％ 

東京都 

24.5％ 

① 東京都 ２４．５％

② 埼玉県 １５．１％

③ 神奈川県 ８．０％

④ 千葉県 ７．６％

⑤ 大阪府 ４．０％

⑥ 愛知県 ３．７％

⑦ 北海道 ２．８％

⑧ 兵庫県 ２．５％

⑨ 栃木県 ２．３％

⑩ 福岡県 ２．２％
大阪府 

4.0％ 
千葉県 

7.6％ 
 



 

 

■新タワー 名称について 
 

＜青山 佾（あおやま やすし）＞ 

明治大学公共政策大学院 教授、元東京都副知事 

「水とみどりの都」を目指す東京にふさわしい名前を選んで頂きました。21 世紀は環境の世紀です。

空に立つ新しいタワーが日本の文化と文明のシンボルとして未来に向かって伸びていくことを期待し

ます。江戸時代から、この地域は日本そして東京の先端的な生活文化を発信してきました。これから

は東京スカイツリーを中心に多くの人が集い、地域の都市文化はさらに磨かれるでしょう。新たな展

開が楽しみです。2011 年に向け私は世界都市の比較論を深めていきます。ニューヨークの経済、ロン

ドンの金融に対し、東京はものづくりで勝負です。技術の粋を集約した東京スカイツリーは世界都市

東京飛躍の鍵を握ると思います。 

 

 

 

＜阿木 燿子（あき ようこ）＞ 

作詞家 

「東京スカイツリー」という名称を始めて目にした時、私は「ジャックと豆の木」の童話を連想し

ました。何処までも空に伸びる木。それは夢と希望の象徴です。メルヘンとロマン、そして親しみや

すさに加え、他にはない独創性を兼ね備えたこのネーミングは、新しい時代のタワーに相応しいと思

います。それだけに新タワーを中心に新たに計画される街づくりが、住民の皆様に、また訪れる人々

にとって、心休まる場所であって欲しいと願っております。私も世界一高い、また限りなく空に近い

このタワーに上り、眼下に街を一望する日を楽しみにしています。 

 

 

 

＜飯田朝子（いいだ あさこ）＞ 

中央大学准教授 言語学者 

東京スカイツリーは、空へ伸びやかに建つタワーを樹木に見立てた、これまでにないユニークな名

称だと思います。自然との調和の象徴になるでしょう。新タワーが私達の生活の根幹となり、豊かな

枝葉を広げられるように願っています。日本では、大樹は人々が集い心を寄せる場所として大切にさ

れてきました。墨田区押上が、人々の関心が集まる場所として発展することを期待します。季節ごと

に木々が表情を変えるように、新タワーが彩りをまとうことも楽しみの 1つですね。今回のネーミン

グの公募と投票には、大学の 1、2年生が参加してくれました。3年後には彼らは社会で活躍する人材

へと大きく成長していることでしょう。東京スカイツリーの完成と共に、学生達を社会に送り出す日

が待ち遠しいです。 

 

 

 

 



 

 

＜澄川 喜一（すみかわ きいち）＞ 

彫刻家、元東京芸術大学学長 新タワーデザイン監修者 

横浜市芸術文化振興財団理事長、島根県芸術文化センター・センター長、日本芸術院会員 

七世紀に建立された世界に誇れる日本の五重の塔は、風や地震に耐える独特な木組技法で作られて

おり日本人の優れた知恵の結晶です。優美な姿で今も立ち続けています。新タワーはこの先達に学び

日本独自の技術を駆使し、ランドマークとして世界に誇れるシンプルイズビューティフルで空に向っ

て立ち上る大樹をイメージしたデザインです。多くの皆さんが樹（ツリー）をイメージして下さった

ことはデザイン監修者としてうれしい限りです。このタワーの立つ所は北斎のゆかりの街で美術館も

計画され、江戸文化の香る新しい街づくりがはじまり、文化立国日本を代表するあらたな拠点となる

ことでしょう。私も新タワー建立を記念する個展を計画中です。 

 

 

 

＜戸恒 浩人（とつね ひろひと）＞ 

新タワー照明デザイナー シリウスライティングオフィス代表 

未来に向かって伸びていくようなイメージと美しい響きを持つ名称が最も支援され、ここに命名され

ましたことにつきまして心からお祝い申し上げます。ライバルとなった江戸を象徴する名称や、躍動感

のある名称に勝って選ばれたということは、これからの時代に清らかさや優しさが一番求められている

ことなのだと思います。苗木から新たな根が張るように、新しい時代の文化と活気が新タワーから広が

り、東京がますます魅力に満ち溢れた街に成長することを期待しています。私は夜のライトアップを担

当していますが、大樹のように優しく皆様を見守る美しい夜の姿を実現しようと、関係者一同はりきっ

て取り組んでいます。東京ならではの表現、それから過去も現在も未来にも伝わる日本人ならではの陰

影の感性を刺激する表現にご期待ください。 
 

 

＜山﨑昇（やまざき のぼる）＞ 

墨田区長 

「東京スカイツリー」という名称からは、天空に向かってすくすく伸びていく将来性豊かな緑が連想

され、地球環境という視点からのイメージとしてもふさわしいものだと思います。今後、新タワーを核

としたまちづくりには、「防災」と「環境」が重要なキーワードであり、東京東部地域の「江戸下町文

化」の伝統を生かしつつ、和とモダンの融合や過去・現在・未来を融合させる安全安心で環境にやさし

いまちづくりを進めていくことが大切であると考えています。また新タワーを契機に、世界中から訪れ

る観光客の回遊性を高める多彩な観光事業を展開し、「国際観光都市すみだ」を全世界に発信していき

たい。 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

新タワー名称決定と同時に、新東京タワー株式会社は、 
 

下記の通り社名変更いたします。 

 

＜新社名＞ 

 

 

東武タワー スカイツリー株式会社 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

■新タワー名称決定までの経緯 
 ①２００７年１０月２６日～１１月２５日 「新タワーネーミング公募実施」 

・ 応募方法 ＷＥＢまたは「はがき」 

・ 応募総数 １８，６０６件（ＷＥＢ１０，９２９件、「はがき」７，６７７件） 

 ②新タワー名称検討委員会結成 

  座長 青山 佾 （あおやま やすし）  明治大学公共政策大学院 教授、元東京都副知事 

     阿木 燿子（あき ようこ）    作詞家 

     飯島 一暢（いいじま かずのぶ） 株式会社フジテレビジョン 常務取締役 

     飯田 朝子（いいだ あさこ）   中央大学 准教授、言語学者 

     五十嵐 意承（いがらし いしょう）浅草寺執事長 

     澄川 喜一（すみかわ きいち）  彫刻家、元東京芸術大学学長 新タワーデザイン監修

者、横浜市芸術文化振興財団理事長、島根県芸術文

化センター・センター長、日本芸術院会員 

     竹内 誠 （たけうち まこと）  東京都江戸東京博物館館長 

     戸恒 浩人（とつね ひろひと）  新タワー照明デザイナー 

シリウスライティングオフィス代表 

     中野 恒明（なかの つねあき）  新タワー候補地に関する有識者検討委員会 委員兼

幹事長 芝浦工業大学システム工学部環境システム

学科 教授 

     山﨑 昇（やまざき のぼる）   墨田区長 

 ③２００８年３月１９日 ネーミング候補選定 

     「東京ＥＤＯタワー」 「東京スカイツリー」 「みらいタワー」 

「ゆめみやぐら」 「ライジングイーストタワー」 「ライジングタワー」 

 ④２００８年４月１日～５月３０日 「新タワーネーミング全国投票」実施 

 ⑤２００８年６月１０日 新タワー 名称発表 

 

 

■「新タワーネーミング全国投票」について 
 ・ 応募方法 ①ＷＥＢ ②携帯電話 ③「はがき」 （一人一票） 

 ・ 賞  品 ご投票いただいた方の中から抽選で、①名づけ親賞［決定名称に投票した方の

中から抽選］として、開業日の一番最初にエレベーターに乗り、展望台に上が

れる権利【副賞５０万円】（１名様）または、新タワー開業記念シリアル番号入

りオリジナルチケット（１００名様）を進呈。 

        ②協賛各社様より、テレビをはじめとした各種賞品を進呈。 

など、４つのコースを用意し、投票者に選んでいただくようにしました。 

        当選の発表は賞品の発送（６月下旬予定）をもってかえさせていただきます。 

 


