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２０１９年４月１５日 

 

 

 

 

 

 

東武タワースカイツリー株式会社 
株 式 会 社 サ ン リ オ 

東武タワースカイツリー（本社：東京都墨田

区）にて運営を行っている東京スカイツリー®

は、２０１９年５月７日（火）～７月１７日（水）

の期間、株式会社サンリオ（本社：東京都品川

区）の日本を代表する人気キャラクター  

「ハローキティ」誕生４５周年を記念した  

スペシャルコラボレーションイベント「HELLO 

KITTY 雲の上のアニバーサリー in TOKYO 

SKYTREE®」を開催します。 

本イベントは、「ハローキティ誕生４５周年

を地上４５０ｍでお祝いする雲の上の     

アニバーサリーパーティ」をテーマに、東京  

スカイツリーの公式キャラクター ソラカラ  

ちゃんやサンリオの仲間たちが、雲の上の   

スカイツリーでハローキティの誕生４５周年

をお祝いします。  

こ の 度 、 東 京 ス カ イ ツ リ ー の 地 上   

４５０メートルにある東京スカイツリー

天 望 回 廊 の 館 内 装 飾 や 特 設 シ ョ ッ プ  

で の オ リ ジ ナ ル コ ラ ボ グ ッ ズ 販 売 、  

天望デッキ  フロア３４０の「 SKYTREE 

CAFE」でのコラボカフェメニューの提

供など、詳細が決定しました。  

詳細は別紙をご覧ください。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年５月７日（火）～７月１７日（水）開催 

▲キービジュアル

 

一般のお客さまのお問い合わせ先 

 東京スカイツリーコールセンター ℡ ０５７０－５５－０６３４（９：００～２０：００) 
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期 間：２０１９年５月７日（火）～７月１７日（水） 

場 所：東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊 

内 容：（１）天望回廊での館内装飾および展示 

（２）ハローキティ♡ソラカラちゃん 特別グリーティング 

（３）天望デッキ フロア３４０「SKYTREE CAFE」での限定オリジナルカフェメニューの販売 

（４）「THE SKYTREE SHOP」での限定オリジナルグッズの販売 

（５）「雲の上のアニバーサリーケーキ」スタンプラリーの実施 

料 金：東京スカイツリー®展望台への入場でご覧いただけます。 

 

 

天望回廊では、「ハローキティ誕生４５周年を地上４５０ｍでお祝いする雲の上のアニバーサリー  

パーティ」をテーマに、東京スカイツリーの公式キャラクター ソラカラちゃんをはじめサンリオの仲間 

たちが集まり、４５周年を祝う特別な装飾・展示やフォトスポットなどによってその世界観を味わって 

いただくことができます。同時に、国民的なキャラクターであるハローキティの４５年の変遷などを振り

返り、なかでも、１９７５年から約１年半サンリオから発刊されていた漫画雑誌「LYRICA〜リリカ〜」に

掲載されていたハローキティの４コマ漫画やサンリオの機関紙「月刊いちご新聞」のハローキティの表紙

だけを集めたコレクション、誕生からの各時代を反映したグッズなど貴重な展示をお楽しみいただけます。 

期  間：２０１９年５月７日（火）～７月１７日（水） 

場  所：天望回廊 

 
■フロア３５０→４４５天望シャトル（エレベーター） 

天望回廊へ向かう２基の天望シャトル（エレベーター）内のモニターには、主人公ハローキティが   

登場し、ソラカラちゃんやサンリオの仲間たちがパーティへ集まってくるアニメーション映像とともに 

ハローキティのメッセージが流れイベントへの期待感を高めます。 

 
 
■フロア４４５ ウェルカムエリア 

【雲の上のアニバーサリーケーキ】 

 天望シャトル（エレベーター）を降りたウェルカム   

エリアにはメインビジュアルのアニバーサリーケーキを 

イメージしたインパクトのあるフォトスポットを設置  

します。今回登場するすべての仲間たちと一緒に撮影を 

楽しんでいただくことができます。 

 

 

 

■フロア４４５ 天望回廊 

【ハローキティヒストリー】 

約１１０メートル続く天望回廊の壁面装飾には、１９７４

年の誕生以降、２０００年代までそれぞれの時代背景を反映

した流行を取り入れながら、今なお第一線で活躍するハロー

キティの遷り変りをたどるヒストリーを紹介します。   

なかでも１９７５年より約１年半サンリオから発刊されて

いた漫画雑誌「LYRICA〜リリカ〜」に掲載されていたハロー

キティの４コマ漫画を多数集めた装飾は、ここでしか   

見ることのできない見ごたえのある珍しい展示です。 

 

 

▲雲の上のアニバーサリーケーキ 
（イメージ） 

 

【別 紙】 

東京スカイツリー天望回廊の館内装飾と展示 

▲ハローキティヒストリー（イメージ） 

 

HELLO KITTY 雲の上のアニバーサリー in TOKYO SKYTREE®について 

※イメージ・内容については、変更する場合があります。 
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■フロア４５０ 天望回廊折り返し地点 

【ハローキティと一緒に大空さんぽ】 

地上４５０メートルからの眺望をバックに、アニバーサリー   

パーティでドレスアップしたハローキティと一緒に写真を 

撮ることができるフォトスポットです。 

 

 

 

 

 

 

■フロア４５０ 折り返しエリア 

【ハローキティコレクション】 

天望回廊の折り返しエリアには、１９７５年から今年で 

創刊４４年となるサンリオのキャラクターやグッズの最新

情報が掲載された機関紙「月刊いちご新聞」に登場した過去

のハローキティの表紙を一同に展示します。これら表紙  

デザインはいちご新聞用に描き下ろされたオリジナル  

デザインばかりです。また、誕生からの各時代の流行を反映

したグッズの展示を通じ、ハローキティの４５年の軌跡を

ご覧いただけます。 

 

■フロア４５０ ソラカラポイント 
【地上４５０ｍのハローキティ】 

地上４５１．２メートルの最高到達点ソラカラポイント

には、ハローキティのトレードマークのリボンをモチーフ 

とし、巨大なハローキティが設置されたフォトスポットが

出現します。中央に設置されたハローキティとお祝いに 

集まったソラカラちゃんやサンリオの仲間たちから   

贈られた数々の花束の装飾と共に、インパクトのある写真

を撮ることができます。ここではハローキティから   

本イベントにご来場いただいたお客さまへのメッセージが

聞ける演出とともに、雲の上のアニバーサリーパーティの

ハイライトを飾ります。 

ハローキティと東京スカイツリー公式キャラクター  

ソラカラちゃんが登場するキャラクターグリーティングを

天望回廊で実施します。 

実施日程：２０１９年５月７日（火）および５月２６日（日） 

場  所：天望回廊 

※５月７日（火）は２回実施、 

５月２６日（日）は３回実施。 

※各回１５分程度の開催となります。 

※実施時間は東京スカイツリー公式ホームページ 

にてご確認ください。 

  

▲地上４５０ｍのハローキティ 

（イメージ） 

※イメージ・内容については、変更する場合があります。 
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▲ハローキティと一緒に大空さんぽ（イメージ） 

 

▲ハローキティコレクション（イメージ） 

 

ハローキティ♡ソラカラちゃん 特別グリーティング 

▲ハローキティとソラカラちゃん 

（イメージ） 

 



 

 

腕時計（全２種） 各￥３，９９６    

本イベント限定のハローキティデザインの腕時計です。 

全２種。 

※この商品の発売は５月２２日（水)からになります。 

いちごクランチチョコ缶 ￥１，０８０ 
ケーキのようなハート型の缶に入ったイチゴ風味

のクランチチョコです。個包装８個入り。 

 

 

ハローキティ★ソラカラちゃん３連キーホルダー ￥１，２９６  
本イベント限定のソラカラちゃんとハローキティを    

あしらった東京スカイツリーのチャーム付き３連キー   

ホルダーです。スカイツリーはステンドグラス風になって 

おり、光があたるとキラキラと輝きます。 

 

コレクションケース ￥１，７２８ 
天望回廊内の展示で紹介している雑誌「LYRICA～リリカ～」
に掲載されたハローキティの４コマ漫画が描かれたキー  
ホルダーです。 
本体を開くと４コマのキーホルダーパーツそれぞれが独立
し、別添のボールチェーンに取り付けることができるため、
２通りの楽しみ方ができます。 
（本体サイズ：縦約１３㎝×横約５．５㎝） 
 

 

 

天望回廊 フロア４５０の折り返し地点では、「THE SKYTREE SHOP」の特設ショップがオープンし、ここ
でしか購入できない東京スカイツリー®限定デザインのコラボレーショングッズを販売します。 

また天望回廊 フロア４５０ 「THE SKYTREE SHOP」特設ショップ限定で、オリジナルグッズを      
２，５００円（税込）以上ご購入されたお客さまには、キービジュアルが描かれたオリジナル      
ショッパーに商品を入れてお渡しします。 

販売期間：２０１９年５月７日（火）～７月１７日（水） 
場  所：天望回廊 フロア４５０ 「THE SKYTREE SHOP」特設ショップ 
営業時間：８：００～２１：００（５月７日（火）は１０：００～２１：００、最終日７月１７日（水）は        

８：００～１８：００） 

※オリジナルショッパーは、なくなり次第終了となります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

かまわぬ 手ぬぐい（全２柄） 各￥１，８３６ 

手ぬぐい専門店「かまわぬ」とのコラボ商品です。 

（サイズ：縦約９０㎝×横約３３㎝） 

 
 

トートバッグ ￥２，７００ 
ソラカラちゃんとハローキティが描かれたトートバッグ

「ROOTOTE」とのコラボ限定のバッグです。荷物がたっぷり

入り肩掛けができます。バッグの裏面にも収納できる  

ポケットがついた使い勝手が良いバッグです。 

（サイズ：縦約４０㎝×横約３９㎝×幅約９㎝） 

 

※価格は全て８％の税込です。 

※限定販売のため、商品はなくなり次第終了となります。 

※商品の一部を掲載しています。 

 

東京スカイツリーオフィシャルショップ 「THE SKYTREE SHOP」 特設ショップ 

 

※イメージ・内容については、変更する場合があります。 
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天望デッキ フロア３４０の「SKYTREE CAFE」では、ハローキティとコラボした限定のカフェメニューを

販売します。 

販売期間：２０１９年５月７日（火）～７月１７日（水） 

場  所：天望デッキ フロア３４０ 「SKYTREE CAFE」 

 

  

キャンドルケーキ～雲の上のアニバーサリーパーティ～ ￥１，２００  

雲のわたあめの上に、お祝いのキャンドルを  
イメージしたいちご味のロールケーキやいちごの
アイス、クッキーを彩ったデザートプレート  
です。いちごシロップに練乳・ホイップを混ぜた   
オリジナルソースや星形のシュガーもアクセント
になっています。 

ハローキティのタピオカいちごミルク ￥８５０ 

モチモチのタピオカにいちごスライスがふんだん

に入ったソースと牛乳、いちごのホイップが３層に

なったドリンクです。 

表面にはココアパウダーのハローキティが描かれ

ています。 

気分もハッピー♪マシュマロホットチョコレート ￥７００ 

カラーマシュマロがたっぷりのったホット   
チョコレートです。 
カラフルなハート形シュガーと一緒に溶かして 
飲んでもおすすめです。 

カルボナーラのフラワーパスタ ￥１，３００ 

食用花“エディブルフラワー”をちりばめた  
カルボナーラパスタです。 
東京スカイツリーとハローキティのモナカや 
フラッグ付きで、４５周年のお祝いにふさわしい
華やかな一品です。 
 

※写真はイメージです。内容等が変更になる場合があります。 

※価格は全て８％の税込です。 

 

 

 

東京スカイツリー「SKYTREE CAFE」限定カフェメニュー 
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館内にある本イベント専用パンフレット台紙に、東京スカイツリータウン®内の５か所でスタンプを  

押していくと完成する「雲の上のアニバーサリーケーキ」スタンプラリーを開催します。５カ所すべての   
スタンプを揃えると、本イベントオリジナルのステッカーをプレゼントします。 

設置場所：東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ フロア３４５、天望回廊 フロア４５０ フロア４４５  

１Ｆ 団体フロア、東京ソラマチ® イーストヤード４階「Hello Kitty Japan」 

景品引換期間：２０１９年５月７日（火）～７月１７日（水） 

景品引換場所：東京スカイツリーオフィシャルショップ「THE SKYTREE SHOP」１階 専用カウンター 

景品引換時間：８：００ ８：３０～２１：３０ 

＊設置場所および景品引換時間の表記に誤りがあったため４月１９日（金）に修正 

※ステッカーのお渡しはお一人さま１枚に限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

オリジナルステッカーデザイン（イメージ） 

「雲の上のアニバーサリーケーキ」スタンプラリー スタンプデザイン（イメージ） 

※イメージ・内容については、変更する場合があります。 

「雲の上のアニバーサリーケーキ」スタンプラリー 
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