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東武タワースカイツリー株式会社 
 
 東武タワースカイツリー株式会社（本社：東京都墨田区）では、東京都墨田区業平橋押上地区におい
て『東京スカイツリー』の建設を進めておりますが、このたび、東京スカイツリーオフィシャル 
パートナーを決定いたしました。 

東京スカイツリーは「やさしい未来がここから始まる」というコンセプトのもとに進む 
「Ｒｉｓｉｎｇ Ｅａｓｔ Ｐｒｏｊｅｃｔ」の中核であり、プロジェクトの理念や事業コンセプト等
に賛同いただける企業様の力添えをいただき、相互に企業価値を高めあっていく考えから、オフィシャ
ルパートナーを決定いたしました。 

今後は、東京スカイツリーにご来場のお客様を始めとして、日本全国のみならず世界中へ、日本の文
化と技術の素晴らしさを伝え、次の世代へと引き継ぐべく取り組みを企画、実施してまいります。 

 
記 

 
■ オフィシャルパートナーについて 

 
１ 基本的な考え方 
  プロジェクトの理念や事業コンセプト等にご賛同いただき、互いに企業価値を高めあう企業
様を東京スカイツリーオフィシャルパートナーとして、ご来場のお客様を始め、日本全国のみな
らず世界中へ、日本の文化と技術の素晴らしさを発信する。 

 
２ パートナー一覧（五十音順） 

○アサヒビール株式会社、アサヒ飲料株式会社、アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 
○株式会社大林組 
○カルビー株式会社 
○綜合警備保障株式会社（ＡＬＳＯＫ） 
○中央三井信託銀行株式会社、住友信託銀行株式会社 
（2012年 4月に中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行、住友信託銀行が合併し、三

井住友信託銀行となる予定） 
○株式会社東芝、東芝エレベータ株式会社 
○株式会社日清製粉グループ本社 
○株式会社日本政策投資銀行 
○パナソニック株式会社 
○富国生命保険相互会社 
○ライオン株式会社                      

   

 

 

 

 

 

東京スカイツリー®オフィシャルパートナーを 

決定いたしました 

東京スカイツリーとともに、日本の創造力を世界に発信。 



 

 
３ 活動内容 
  ①告知活動 

・東京スカイツリーの知財およびオフィシャルパートナーであることを活用して、相互 
  にブランド価値の向上を図る。 
・東京スカイツリーおよびオフィシャルパートナーのイメージアップに寄与する活動 

  ②その他 
   ・東京スカイツリーとオフィシャルパートナーによる共同キャンペーンの実施 
   ・東京スカイツリー内、デジタルサイネージの活用 
   ・東京スカイツリー内、展示スペースの活用 
 
 
４ オフィシャルパートナーロゴ 
   オフィシャルパートナー各社様の告知物や商品に掲出予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

オフィシャルパートナーロゴ 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙） 

■パートナー一覧（五十音順） 

 

 
○アサヒビール株式会社、アサヒ飲料株式会社、アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 
 
アサヒビール株式会社 

本社所在地 東京都墨田区吾妻橋一丁目 23番 1号 

設立 1949年（昭和 24年）9月 1日 

代表取締役社長 小路 明善 

資本金 20,000百万円 

従業員数 約 3,300人（2010年 12月 31日現在） 

業務内容 酒類の製造・販売 

ホームページ http://www.asahibeer.co.jp/ 

備考 
東京スカイツリーとの各種タイアップ商品の発売  

（「アサヒスーパードライ『東京スカイツリー®』」など） 

 
アサヒ飲料株式会社 

本社所在地 東京都墨田区吾妻橋一丁目 23番 1号 

設立 1982（昭和 57）年 3月 30日 

代表取締役社長 菊地 史朗 

資本金 11,081百万円 

従業員数 約 1,200名（2010年 12月 31日現在） 

業務内容 

各種飲料水の製造、販売 

自動販売機のオペレート 

その他上記関連業務 

ホームページ http://www.asahiinryo.co.jp/ 

備考 

東京スカイツリーとの各種タイアップ商品の発売  

（『アサヒ 十六茶』 『アサヒ 富士山のバナジウム天然水』の 

「東京スカイツリーⓇ  ラベル」など） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 

本社所在地 東京都墨田区吾妻橋一丁目 23番 1号 

設立 平成 6年 3月 14日 

代表取締役社長 川村 光 

資本金 3,200百万円 

従業員数 約 400名（2010年 12月 31日現在） 

業務内容 
健康関連食品、酵母エキス、機能性食品、フリーズドライ具材等の商品の製

造・販売 

ホームページ http://www.asahi-fh.com/ 

備考 東京スカイツリーとの各種タイアップ商品の発売予定 

 
 
 

○株式会社大林組 

本社所在地 東京都港区港南二丁目 15番 2号 

創業 1892年 1月 

設立 1936年 12月 

代表者 取締役社長 白石 達 

資本金 577.52億円 

従業員数 9,246名（平成 23年 3月現在） 

事業内容 

国内外建設工事、地域開発・都市開発・海洋開発・環境整備・その他建設に

関する事業、及びこれらに関するエンジニアリング・マネージメント・コン

サルティング業務の受託、不動産事業ほか 

ホームページ www.obayashi.co.jp 

備考 東京スカイツリーの施工を担当 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

○カルビー株式会社 

本社所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 8番 3号 

設立 1949年 4月 30日 

代表者 代表取締役社長 兼 COO 伊藤 秀二 

資本金 10,744百万円（2011年 3月 31日現在） 

従業員数 2,896人 うち正社員 1,466人（2011年 3月 31日現在） 

事業内容 菓子・食品の製造・販売 

ホームページ www.calbee.co.jp 

備考 

・東京地区限定おみやげ商品『東京じゃがりこ華麗なカレー味』に「東京ス

カイツリーⓇ  キリン」のおまけを封入 

・東京スカイツリーとの各種タイアップ商品の発売予定 

 
 
 
○綜合警備保障株式会社（ＡＬＳＯＫ） 

本社所在地 東京都港区元赤坂一丁目 6番 6号 

設立 1965年 7月 16日 

代表者 代表取締役社長 村井 温（むらい あつし） 

資本金 186億 7,501万 1,600円（2011 年 3月 31日現在） 

従業員数 連結 27,790人、単体 12,812 人（2011年 3月 31日現在） 

事業内容 サービス業 

ホームページ www.alsok.co.jp 

備考 東京スカイツリーの施設警備（常駐警備）業務を担当。 

 
 
 
○中央三井信託銀行株式会社、住友信託銀行株式会社 
（2012年 4月に中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行、住友信託銀行が合併し、三井住友
信託銀行となる予定） 

 
中央三井信託銀行株式会社 

本社所在地 東京都港区芝三丁目 33番 1号 

設立 1962年 5月（中央信託銀行） 

代表者 取締役社長 奥野 順 

資本金 399,697百万円（2011年 6月末現在） 

従業員数 6,376人（2011年 3月末現在） 

事業内容 信託銀行業 他 

ホームページ www.chuomitsui.co.jp 

 
 
 
 
 
 



 

 
住友信託銀行株式会社 

本社所在地 大阪府大阪市中央区北浜四丁目 5番 33号 

設立 1925年（大正 14年） 

代表者 取締役会長兼取締役社長 常陰 均  

資本金 342,037百万円（2011年 6月末現在） 

従業員数 6,110人（2011年 3月末現在） 

事業内容 信託銀行業 他 

ホームページ www.sumitomotrust.co.jp 

 
 
  

○株式会社東芝 

本社所在地 東京都港区芝浦一丁目 1番 1号 

創業 1875年（明治 8年）7月 

創立 1904年（明治 37年)6月 

代表者 取締役代表執行役社長 佐々木 則夫 

資本金 4,399億円（2011年 6月末現在） 

従業員数 連結 202,638人、単独 34,686 人（2011年 3月末現在） 

事業内容 電気機械器具製造業 他 

ホームページ www.toshiba.co.jp 

備考 
地上から第 1展望台を直通で結ぶ大容量・超高速エレベーター4台並びに業

務用エレベーター2台を設置 

 
 
 
○株式会社日清製粉グループ本社 

本社所在地 東京都千代田区神田錦町一丁目 25番地 

設立 1900（明治 33）年 10月 

代表者 代表取締役社長 大枝 宏之 

資本金 17,117,856,746 円（2011年 3月 31日現在） 

従業員数 276名（2011年 3月 31日現在） 

事業内容 
製粉事業、食品事業、その他事業を営む会社の株式を保有することによる当

該会社の事業活動の支配・管理 ほか 

ホームページ www.nisshin.com 

 
 
 



 

   ○株式会社日本政策投資銀行 

本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目 9番 1号 

設立 2008年（平成 20年）10月 1日 

（旧日本開発銀行、旧北海道東北開発公庫、旧日本政策投資銀行） 

代表者 代表取締役社長 橋本 徹 

資本金 1兆 1,811億 9,400万円 （全額政府出資） 

従業員数 1,102名 （2011年 3月末） 

事業内容 金融業 

ホームページ www.dbj.jp 

 
 

 
○パナソニック株式会社 

本社所在地 大阪府門真市大字門真 1006番地 

設立 1935年（昭和 10年）12月 15日 

代表者 取締役社長 大坪 文雄 

資本金 2,587億円（2011年 3月 31日現在） 

従業員数（連結） 366,937人（2011年 3月 31日現在） 

事業内容 部品から家庭用電子機器、電化製品、FA機器、情報通信機器、 

および住宅関連機器等に至るまでの生産、販売、サービスを 

行う総合エレクトロニクスメーカー 

ホームページ www.panasonic.co.jp 

備考 
スカイツリー専用ライティング機器製造・管理業務を担当 

ライティング機器パートナーとして、オールLED化を実現予定。 

 
 
 
○富国生命保険相互会社 

本社所在地 東京都千代田区内幸町二丁目 2番 2号 

設立 大正 12年 11月（1923年） 

代表者 代表取締役社長 米山 好映 

基金 1,060億円（基金償却積立金を含む） 

従業員数 13,702名（営業職員 10,840名、内務職員 2,862名）*2011 年 3月末現在 

事業内容 
個人・企業向けの保険商品の販売と保全サービス、財務貸付・有価証券投資

など 

ホームページ www.fukoku-life.co.jp 

 
 
 
 
 
 
 



 

○ライオン株式会社 

本社所在地 東京都墨田区本所一丁目 3番 7号 

設立 1918年（大正 07年）09月 

代表者 代表取締役社長 藤重貞慶 

資本金 344億 3,372万円（平成 22年 12月 31日現在） 

従業員数 連結：5,972名 単独：2,456 名（平成 22年 12月 31日現在） 

事業内容 
歯磨き、歯ブラシ、石けん、洗剤、ヘアケア・スキンケア製品、クッキング

用品、薬品、化学品等の製造販売、海外現地会社への輸出 

ホームページ www.lion.co.jp 

 


