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東武タワースカイツリー株式会社 

東武タ ウン ソ ラマチ株式会社 

東武タワースカイツリー（本社：東京都墨田区）および東武タウンソラマチ（本社：東京都墨田区）
にて運営する東京スカイツリータウンは、２０１８年９月３日（月）～９月３０日（日）の期間、              
「大人が愉しむ、秋の夜長」をテーマにしたイベントを開催します。 

２０１７年２月に、一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューローより、特に後世に残したい名月のひとつ
として、東京スカイツリー®から望む月が「日本百名月」に認定されました。そこで、日本を代表する名月
鑑賞地、東京スカイツリーのある東京スカイツリータウンでは、天体望遠鏡などを製造している
総合光学機器メーカー「ビクセン」の協力のもと、昨年に引き続き、名月鑑賞会を実施します。 

今年は、中秋の名月に加え、１５年ぶりに火星が地球に接近する年であり、月と火星のコラボ
を堪能していただける名月鑑賞会となる予定です。これに合わせて、東京スカイツリータウンでは、
月や天体などの魅力を感じながらお楽しみいただける様々なイベントを行います。 

東京スカイツリーでは、地上３５０メートルの天望デッキにて、名月と共に楽しめる Jazzライブを開催
し、贅沢な大人の時間を味わえます。さらに、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND 
THEATER®」にて月をテーマにしたプログラム「奇跡の月」を上映します。東京の夜景をバックに多彩な        
月の表情を自然による神秘的な映像と音楽で紹介し、風情な秋の宵をお楽しみいただけます。 
東京ソラマチ®では、スカイツリーと月を見上げながらヨガを楽しめるイベントのほか、月をモチーフにした

タパスやワインメニューを楽しめる「Moonlight Wine Bar Produced by Rigoletto」を開催します。 

その他、東京スカイツリーの展望台のカフェや東京ソラマチの店舗にて、お月見パフェやうさぎ        
まんじゅう、お月見ポテトなどの期間限定メニュー・スイーツを販売します。 

詳細は別紙のとおりです。 
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日本百名月鑑賞会、Jazz ライブ、夜空ヨガ 

東京スカイツリータウン®のお月見イベント 
～「大人が愉しむ、秋の夜長」を楽しめるイベントを開催～ 

 

 

 

～シタマチ・ワンダーランド計画～ 
世界一のタワーのあるこの街は、粋な楽しさ、あったかい人情、ものづくりの伝統が息づいて
いる街。私たちはそのすべてを、新しいシタマチの楽しさに変えて届けたい。訪れるすべての 
人のワンダーランドになるために。東京スカイツリータウンの挑戦は続きます。 

 



＜別 紙＞ 

 
 
 
 

 

（１）名月鑑賞会 

■東京スカイツリー® 

 月と火星が接近している９月２０日（木）および「中秋の名月」の９月２４日（月・振休）に、地上

３５０メートルの天望デッキにて、総合光学機器メーカー「ビクセン」の協力のもと、天体望遠鏡を

使用して、日本百名月に認定された東京スカイツリーから望む名月の鑑賞会を開催します。世界一高い

タワーから見る唯一無二の名月をお楽しみいただけます。 

日 時  ９月２０日（木）   １９：００～２１：００ 

      ９月２４日（月・振休）１９：００～２１：００ 

        ※気象条件により日程を順延する可能性があります。  

        ※最新のスケジュールは東京スカイツリー公式ホームページ 

（http://www.tokyo-skytree.jp/）にてご確認ください。 

場  所   東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

料  金  無料（展望台への入場料は必要です） 

協 力  株式会社ビクセン  

 

 

 

■東京ソラマチ® 

月と火星が接近している９月２０日（木）および「中秋の名月」の

９月２４日（月・振休）に、総合光学機器メーカー「ビクセン」の 

協力のもと、天体望遠鏡を使用した名月鑑賞会を開催します。 

日 時  ９月２０日（木）   １９：００～２１：００ 

      ９月２４日（月・振休）１９：００～２１：００ 

            ※気象条件により日程を順延する可能性があります。 

        ※最新のスケジュールは東京ソラマチ公式ホームページ 

         （http://www.tokyo-solamachi.jp/）にてご確認ください。 

場  所   東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろば 

料 金  無料 

協 力  株式会社ビクセン 
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１．東京スカイツリータウン®の名月イベント 

株式会社ビクセン 

１９４９年に創業の天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡などを製造する総合光学

機器メーカー。 

自然科学を学ぶことの第一歩をお手伝いする「自然科学応援企業」である

ことを使命としています。 

星空に慣れ親しんでいるコアなファンを大切にしながらも、日本各地で    

星空観望会を行ったり、ライフスタイルとして“スターパーティ”などを

提唱。「多くの方が星空を楽しみたくなる」時代や文化を作り出すことを    

目指し、「星を見せる会社」になるというビジョンを掲げています。 

今まで以上により多くの方が星空を見上げる社会を実現するために、星空

になじみやすい環境と機会を創出する会社として活動しています。 

▲ソラマチひろばでの 
    名月鑑賞会（昨年の様子） 

▲東京スカイツリー天望デッキでの 
名月鑑賞会（昨年の様子） 



（２）Ｊａｚｚライブ「Ｊａｚｚ ｉｎ ｔｈｅ Ｍｏｏｎ Ｎｉｇｈｔ」 

地上３５０メートルの東京スカイツリー天望デッキで 、

９月７日（金）、１４日（金）、２１日（金）、２８（金）の合計

４日間、日本を代表するサクソフォーン奏者のMALTA
マ ル タ

氏率いる

Jazz ユニット「MALTA Planet Band」およびシンガーソング         

ライターのJILLE
ジ ル

氏による Jazz ライブ を開催します。名月に   

照らされた東京の夜景を眺めながら、月にまつわる Jazzの名曲

など上質な音楽とともに贅沢な秋の夜長をお楽しみ下さい。 

 

出演／日程   ｢MALTA Planet Band」 

９月７日（金）、１４日（金）、２１日（金） 

「JILLE」 

９月２８日（金） 

時  間  １９：００～２０：００ 

場  所   東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

料   金  無料（展望台への入場料は必要です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＭＡＬＴＡ氏 プロフィール】 

１９４９年鳥取県倉吉市出身。１９７３年東京藝術大学音楽学部器楽科卒業。 

１９８３年デビューアルバム「MALTA」を発表。１９８７年にはアルバム「SPARKLING」

で第１回日本ゴールド・ディスク大賞に輝く。１９８８年発売の「HIGH PRESSURE」

は、全米でもリリースされ大ヒットとなる。２００８年大阪芸術大学教授に着任。 

２０１１年「MALTA JAZZ BIG BAND」を結成。「MALTA Hit & Run」、「MALTA ＆ 

イレブンオーケストラ」、「MALTA 七人のサムライジャズ」など編成の異なるバンド

でも全国各地でコンサートを精力的に行っており、東京藝大客員教授として後進

プロデュースしている。２０１６年には、彼らのCD発売。MALTAのオリジナルシリー

ズとして、毎年Atlamレーベルからリリース２０１５年「GRADUATE」、２０１６年

「Miracle Rainbow」、２０１７年「MALTA PLANET」、２０１８年９／１９「MALTA

〜Festa〜」「MALTA〜Like You!〜」２枚同時リリース予定。 

 

【JILLE氏 プロフィール】 

シンガーソングライター。宮崎県西都市出身。 

２０１１年、YouTubeに英詞カバー楽曲をシルエット動画としてアップ。 

わずか１カ月で再生数２００万回を突破し、異例の速さで「I AM GILLE.」でメジャー

デビュー。「第五回香港アジアポップミュージックフェスティバル」に出場。日本

人初のグランプリ「スーパーノーバ賞」更に「ボーカルパフォーマンス賞」「ステ

ージパフォーマンス賞」の３冠に輝くという大会初の大快挙を遂げる。本格的に世

界を視野に入れ『JILLE』(旧：GILLE)として活動を開始。西都市ふるさと特命大使

に任命され色々な活動に参加、『HomeTown』を楽曲提供。日本を代表する豪華客船

「飛鳥Ⅱ」での公演、ハワイでのライブ出演・メディア出演と活動中。 
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▲「Jazz in the Moon night」（昨年の様子） 

 

 



（３） 「ＳＫＹＴＲＥＥ ＲＯＵＮＤ ＴＨＥＡＴＥＲ®」プログラム 「奇跡の月 Produced by 丸々もとお」の上映 

 天望デッキ フロア３５０の窓ガラスの横幅約１１０メートル、高さ約２メートルを巨大スクリーン

に仕立て、夜景を眺めながら迫力ある映像と臨場感溢れる音響を楽しめる「SKYTREE ROUND THEATER®」

では、月をテーマにしたプログラム「奇跡の月 Produced by 丸々もとお」を上映します。 

東京の夜景を背景に多彩な月の表情を自然による神秘的な映像と音楽で紹介し、風情な秋の宵を      

お楽しみいただけるプログラムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 間  ９月３日（月）～９月３０日（日） 

時 間  １９：００／１９：３０／２０：００／ ２０：３０（各回約３分） 

場 所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 
※Jazz ライブ実施日（９月７日、１４日、２１日、２８日）の上映はありません。  
※最新の上映スケジュールは東京スカイツリー公式ホームページ（http://www.tokyo-skytree.jp/）にてご確認ください。  

※予告なく、上映スケジュールが変更となる場合があります。 

 

 

（４）夜空ヨガ 

東京スカイツリー®の足元でヨガを楽しめるイベントを、９月８日

（土）、９日（日）、１４日（金）～１７日（月・祝）、２１日（金）

～２４日（月・振休）、２９日（土）、３０日（日）に開催します。

ヨガインストラクターの指導のもと、スカイツリーと月を見上げ       

ながら、初心者・経験者問わずリフレッシュしていただける              

イベントです。 

期  間  ９月８日（土）、９日（日）、 

１４日（金）～１７日（月・祝）、 

２１日（金）～２４日（月・振休）、 

２９日（土）、３０日（日） 

時  間  １９：００～２０：００ （受付１８：３０～） 

場  所   東京スカイツリータウン®８階 ドームガーデン 

参加方法  当日会場にお越しいただければ無料で参加できます。 

※各回定員先着８０名様です。 

※ヨガマットなどの敷物は各自でご用意をお願いします。 

※気象条件や時間により月を観賞できない場合があります。また、雨天の場合は中止となることがあります。 

 

 

 

 

▲SKYTREE ROUND THEATER®「奇跡の月 Produced by 丸々もとお」（過去の様子） 
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▲夜空ヨガ（イメージ） 



（５）Ｍｏｏｎｌｉｇｈｔ Ｗｉｎｅ Ｂａｒ Ｐｒｏｄｕｃｅｄ ｂｙ Ｒｉｇｏｌｅｔｔｏ 

東京ソラマチ®２階にある『RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINE』

が、東京スカイツリータウン ®１階  ソラマチひろばにて  

『 Moonlight Wine Bar Produced by Rigoletto 』を開催             

します。東京スカイツリー®を見上げながら「月」をモチーフに     

した自慢のタパスやワインが味わえます。 

 

期  間  ９月２日（日）～９月３０日（日） 

時  間  平 日 １６：００～２２：００ 

      土日祝 １１：００～２２：００ 

場  所   東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろば 

料 金  グラスワイン３００円～、タパス５００円～ 

※荒天の場合、営業時間変更、中止となることがあります。 

 

 

（１）東京ソラマチ®お月見スイーツ   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「うさぎまんじゅう」￥１６０ 

販売場所： 千住宿 喜田家  

（ タワーヤード２階） 

販売期間：９月１日(土)～９月２４日(月・振休) 

小ぶりの薯蕷
じょうよ

饅頭
まんじゅう

（こしあん）に可愛いうさぎ

の焼印が。赤目の白兎です。 

「小倉ミルクと抹茶のムース」￥５４０ 

販売場所：銀座ブールミッシュ 

（タワーヤード２階） 

販売期間： ９月１０日(月)～９月２４日(月・振休) 

黄色のマカロンを月に見立てたお月見をイメージ
したお菓子です。器の中はスポンジと小豆ミルク
と抹茶ムースです。 

２．東京スカイツリータウン®のお月見メニュー・スイーツ 

▲ Moonlight Wine Bar Produced by 

Rigoletto (昨年の様子) 

「お月見ポテト」￥７５６ 

販売場所：旬風 一期一会 

（タワーヤード２階） 

販売期間： ９月１日(土)～９月２４日(月・振休) 

秋の訪れを感じさせる「サツマイモ味」の

マドレーヌが８個入の商品です。 

しっとりとした食感のマドレーヌは、まんまるとし

た形のお月さまを表現したお月見専用商品です。 
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※価格は全て８％の税込です。 

※画像はイメージです。内容など変更になる可能性がございます。 

 



 

（２）ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ 

東京スカイツリー天望デッキ フロア３４０にある「SKYTREE CAFE」では、９月３日（月）から９月

３０日（日）のお月見イベント期間限定で、さつまいもチップスとチョコレートのうさぎで表現した

「お月見パフェ」を販売します。展望台からの名月を眺めながらお楽しみいただけます。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中秋の名月に「Good Night 贈ります」キャンペーン 
 
コニカミノルタプラネタリウム“天空” in 東京

スカイツリータウン®では、中秋の名月に向けて

「三日月シート」鑑賞券や現在、上映中の「星の

旅 －世界編－」を手掛けた映像クリエイター

KAGAYA
か が や

さんのサイン本など、秋の夜長を楽しむ    

あれこれが当たるプレゼントキャンペーンを      

行います。 

また９月１０日（月）の新月から９月２５日（火）

の満月で、ご来場者様にイラストレーターいとう

あつきさん描き下ろしのインビテーションカード

をプレゼントいたします。 

プラネタリウムで夜空を眺めながら、月待ちを。 
 
 
日 時：９月１０日（月）～９月２５日（火） 

※都合により休館させていただく場合がございます。 

 

詳細は“天空”公式ホームページ（https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/）にてご確認ください。 
 

以 上 

３．コニカミノルタプラネタリウム“天空” in 東京スカイツリータウン® 

「お月見パフェ」￥７８０ 

販売場所：SKYTREE CAFE（天望デッキ フロア３４０） 

販売期間：９月３日（月）～９月３０日（日） 

抹茶アイスやわらびもち、黒蜜などを使った和風のパフェ。 

さつまいもチップスの満月を眺めるチョコレートのうさぎは

食べるのがもったいない可愛さです。 
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※価格は全て８％の税込です。 

※画像はイメージです。内容など変更になる可能性がございます。 

 

©KAGAYA studio 


