２０１４年１２月１８日

夜景が見えるシースルーエレベーターを２人占めできるプレミアムチケットや
チョコレートをイメージしたライティング、恋を成就させるスポットなどが登場

東京スカイツリータウン®のバレンタイン
２０１５年１月２９日（木）よりスタート！
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）
にて運営を行っている東京スカイツリータウンでは、２０１５年１月２９日（木）より、恋人や友人同士
でお楽しみいただける様々なバレンタインイベントを開催します。
東京スカイツリー®では、天望デッキ・天望回廊への入場と、デッキから回廊までの夜景が見える天望
シャトル（シースルーエレベーター）の貸切搭乗、Sky Restaurant ６３４（musashi）のディナーなど
がセットになったプレミアムチケットを販売します。また、チョコレートをイメージした３種類の特別
ライティングを実施するほか、展望台内の最高到達点ソラカラポイントには、恋の誓いや願いを込めた
メッセージカードをハートオブジェに付けることが出来るスポットなどの設置を行います。
東京ソラマチ®では、縁結びで知られる浅草の今戸神社にて祈祷を受けた「縁結びリボン」に恋愛成就
を祈願出来るスポットや、ソラマチ限定スイーツなどを販売します。
このほかにも、ハート形の切手などを展示するミニギャラリーなど、世界一高いタワーのある街で
バレンタインをお楽しみいただけるイベントをご用意して、訪れる皆さまをお迎えします。

チョコレートをイメージした

最高到達点ソラカラポイントに設置するオブジェ

天望シャトルから見える夜景

特別ライティング

（イメージ）

（イメージ）

（昨年の様子）
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以

上

〈別 紙〉

１．世界一高いタワーからの夜景を堪能出来る、東京スカイツリー®ナイトビューペアチケット
東京スカイツリー天望デッキ・天望回廊への入場と、各種特典がセットになった特別チケットを２種類
販売します。
実施期間

２０１５年 1 月２９日（木）～３月１５日（日）

予約開始日

２０１５年 1 月１５日（木）～
※来場希望日の前日２３：５９まで予約受付

（１） 東京スカイツリー®ナイトビューペアチケット・プレミアム
入場時間

各日 展望台入場１９：００、レストラン２０：００

販売場所

チケットぴあＷＥＢサイト

販売枚数

1 日１組２名様

料

金

３０，０００円（税込/ペア料金）

内

容

①天望デッキ・天望回廊への入場
②天望デッキから天望回廊行きの夜景が見える

Sky Restaurant ６３４（musashi）
特別ディナーコース
（イメージ）

天望シャトル（シースルーエレベーター）の貸切搭乗
③地上３４５メートルにある「Sky Restaurant ６３４
（musashi）」の特別ディナーコース
（ウェルカムドリンク付）
④天望デッキフロア３４０、３５０、天望回廊フロア
４４５いずれかでの記念写真と特製フォトアルバムを
それぞれ２枚ずつプレゼント
⑤チケットカウンターからエレベーターまでスタッフ
のエスコートにより、エレベーターに優先搭乗

天望デッキから天望回廊までの
シースルーエレベーター（イメージ）

（２） 東京スカイツリー®ナイトビューペアチケット
入場時間

各日１７：００～２０：３０

販売場所

①セブン-イレブン マルチコピー機（チケットぴあ）
②チケットぴあＷＥＢサイト

販売枚数

1 日５０組１００名様

料

金

８，５００円（税込/ペア料金）

内

容

①天望デッキ・天望回廊への入場
②「ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ」天望デッキフロア３５０
でのスパークリングワインとチョコレートサービス

「SKYTREE CAFE」天望デッキフロア３５０の
スパークリングワインとチョコレート
（イメージ）

③天望デッキフロア３４０、３５０、天望回廊フロア
４ ４ ５ い ず れか で の 記念 写 真 １枚 と 特製 フ ォ ト
アルバム１枚プレゼント

特製フォトアルバム（イメージ）
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２．チョコレートをイメージした３種類の特別ライティング
東京スカイツリー®では、期間中の週末や祝日を中心に、チョコレートをイメージした３種類の特別
ライティングを実施します。３月８日（日）までは、東京スカイツリータウン ® 内に約５０万球の
イルミネーションも点灯して、特別ライティングときらめく光の中でタワーのある街歩きが出来ます。
点灯日時

２０１５年１月２９日（木）～１月３１日（土）１７：３０～２３：００
２月 １日（日）～２月１５日（日）１７：４５～２３：００
２月１６日（月）～３月１５日（日）１８：００～２３：００

ブラウンショコラ

ラブリーショコラ

ホワイトショコラ
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東京スカイツリーライティングスケジュール
１月
月

火

水

金
３０日
冬粋

土
３１日
冬雅

日

水

木
２９日
冬雅
２月
木

月

火

金

土

３日
冬雅
１０日

４日
冬粋
１１日

５日
冬雅
１２日

冬粋

冬雅

ブラウン

冬粋

１６日
冬雅
２３日
冬雅

１７日
冬粋
２４日
冬粋

１８日
冬雅
２５日
冬雅

７日
ホワイト
１４日
ラブリー
ブラウン
ホワイト
２１日
ラブリー
２８日
ラブリー

月

火

水

１９日
冬粋
２６日
冬粋
３月
木

６日
ブラウン
１３日
ラブリー
ブラウン
ホワイト
２０日
ホワイト
２７日
ホワイト

日
１日
ラブリー
８日
ラブリー
１５日
ラブリー
ブラウン
ホワイト
２２日
ブラウン

２日
冬粋
９日

金

土

２日
粋
９日

３日
雅
１０日

４日
粋
１１日

５日
雅
１２日

粋

白色

明花

雅

６日
ホワイト
１３日
ブラウン
ホワイト
ラブリー

７日
ラブリー
１４日
ブラウン
ホワイト
ラブリー

日
１日
ブラウン
８日
ブラウン
１５日
ブラウン
ホワイト
ラブリー

※３種類のライティングが点灯する日は６０分毎に変わります。２月１３日（金）、１４日（土）、１５日（日）
は初回１７：４５～１８：００にラブリーショコラが点灯します。
※３月１０日（火）は東京大空襲への鎮魂ライティング「白色のライティング」を実施します。
※３月１１日（水）は東日本大震災の復興への想いを込めたライティング「明花（めいか）」を実施します。

３．東京スカイツリー®展望台内の特別スポット
東京スカイツリーでは、美しい夜景を見ながら夜の時間を楽しんでいただくために「LOVER’S TOKYO
SKYTREE ２０１５」をテーマに、言葉がなくても思いが伝わる“恋のミニテーマパーク”を演出します。
期

間

２０１５年１月２９日（木）～３月１５日（日）

（１）TOGETHER WITH YOU （トゥギャザー ウィズ ユー）
展望台内の最高到達点ソラカラポイント（４５１．２メートル）に
白いハートのオブジェを設置。
メッセージカード
「ラバーズチャーム」
に 2 人で恋の誓いや願いを書いてオブジェに付けることが出来ます。
期間終了後は、恋愛の神様で有名な神社に奉納します。
場

所

東京スカイツリー天望回廊 フロア４５０
TOGETHER WITH YOU（イメージ）

＜LOVER’S CHARM（ラバーズチャーム）＞
2 人の恋の誓いや願いを込めるハートのメッセージカード。天望デッキ
へ向かう 4 階チケットカウンターで、ご希望のカップルやご夫婦に
お配りします。天望回廊の「TOGETHER WITH YOU」に取り付けいただけます。
配布日時

平日限定１８：００～２１：００
※２月１４日（土）、１５日（日）
、
３月１４日（土）
、１５日（日）も配布を実施します。

配布場所

東京スカイツリー4 階チケットカウンター

配布対象

ご来場のカップル、ご夫婦。１日１５０組限定（先着順）
。

LOVER’S CHARM（イメージ）

（２）TOUCH MY HEART （タッチ マイ ハート）
ハートのオブジェを設置。２人でオブジェに一緒に触れるとハート
が点灯。触る毎に色がかわり、合計５色のハートが点灯します。
ハートの色にはそれぞれ意味があり、点灯した色で自分たちのタイプ
や個性がゲーム感覚で占える演出です。
場

所

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０
TOUCH MY HEART（イメージ）

（３）SKY BURANKO （スカイ ブランコ）
夜の幻想的な眺望の中に浮かぶ雲をイメージしたブランコを設置。
目の前に広がる夜景をロマンチックに眺め、2 人だけの特別な時間を
過ごすことが出来ます。
場

所

東京スカイツリー天望デッキ フロア３４０
SKY BURANKO（イメージ）
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４．東京スカイツリータウン®で、恋愛成就祈願＆バレンタインイベント
（１）恋のつぶや木
東京ソラマチ®対象店舗にてチョコレートを購入された女性のお客様に、
縁結びで知られる浅草の今戸神社にて祈祷を受けた「縁結びリボン」を
プレゼントします。木をモチーフにした約２．５メートルのオブジェ
「恋のつぶや木」にバレンタインへの願いを書いたリボンを結んで、恋愛
成就を祈願できます。展示終了後、願いが書かれたリボンは今戸神社に
恋のつぶや木（2014 年の様子）

奉納します。

©TOKYO-SKYTREETOWN

縁結びリボン配布期間

２０１５年１月２９日(木)～２月１４日（土）

恋のつぶや木設置期間

２０１５年１月２９日(木)～２月２２日（日）

場

東京ソラマチ イーストヤード２階

所

今戸神社

（２）博物館で恋するヴァレンタイン Joyeuse Saint Valentin(ジョワイユーズ サン ヴァロンタン)！
郵政博物館では、海外のレトロな「ヴァレンタイン・ポストカード」や
ハート形の切手などの展示など、様々なイベントをご用意します。
２月１４日（土）には、ご入館の先着３００名様に、愛の聖地セント・
ヴァレンタイン村にある「願いごとの木」へメッセージを送ることの
出来るメッセージカードセットをプレゼントします。このカードセットで
郵送していただいたメッセージは、フランスのセント・ヴァレンタイン村
の「願いごとの木」に届きます。「願いごとの木」では、願いごとが風に

「ヴァレンタイン・ポストカード」例

よって愛の守護聖人の元に運ばれ、願いが叶うとされています。
期

間

２０１５年１月２０日（火）～２月１５日（日）

時

間

１０：００～１７：３０（入場は１７：００まで）

場

所

東京スカイツリータウン９階 郵政博物館

（３）３Ｄフィギュアワールド

セント・ヴァレンタイン村
「願いごとの木」

自分の顔を超高速３Ｄスキャナーに取り込み、お好きな服装や髪形など
をタッチパネルで選ぶだけで、
世界に１つだけの自分の３Ｄフィギュアが
完成します。
バレンタイン期間限定でカップルやご夫婦の記念となるペア
ルックの３Ｄフィギュアを作成することができます。
期

間

２０１５年２月１１日（水・祝）～２月１５日（日）

時

間

１０：００～２１：００

場

所

東京ソラマチ イーストヤード１階

料

金

有料 ※指定した服装などにより料金が異なります。

３Ｄ フィギュア（イメージ）

５．東京スカイツリー®オフィシャルショップ THE SKYTREE SHOP バレンタインスイーツ
東京スカイツリー１階、５階、天望デッキフロア３４５にある東京スカイツリーオフィシャル
ショップ THE SKYTREE SHOP では、１月９日（金）～２月１４日（土）までの期間、バレンタイン
スイーツをご用意します。
■ブランドコラボレーションスイーツ

ＤＥＭＥＬ

ＤＥＭＥＬ

デメル ソリッドチョコレートトライアングル
￥１，９４４
【１階、５階、天望デッキ フロア３４５】

資生堂
パーラー

デメル ソリッドチョコレート猫ラベル
（ミルク/スイート）
各￥１，９４４

【１階、５階、天望デッキ フロア３４５】
東京スカイツリーとデメルの限定コラボ
レーションデザインＢＯＸに入っていま 猫の舌をモチーフにした愛らしい
す。食べやすいサイズのチョコレートは、 チョコレートは、カカオの風味と
スイートとミルクの２種セット。
なめらかな口どけが楽しめます。
ミルクとスイートの 2 種類を販売。

資生堂パーラー
東京スカイツリーショコラアマンド
（スイート/ホワイト）
各￥１，０８０
【１階、５階】
チョコレートにクッキークランチ
を加え、チョコレートと香ばしい
アーモンドで包みました。
スイートとホワイトの２種類が
あります。

■東京スカイツリーが描かれたスイーツ＆ギフト
フロア３４５
限定

ソラカラちゃんスペシャルショコラ 2015
￥１，２５０

東京スカイツリーボヌールショコラ 2015
￥８８０

【天望デッキ フロア３４５】

【１階、５階】

ソラカラちゃん、スコブルブル、テッペ
ンペンと、東京スカイツリーがプリント
されたショコラなど９種類のショコラを
詰め合わせたバレンタイン限定商品。

ハートのショコラを真ん中に、限定スト
ロベリー味のスカイツリーモチーフショ
コラやフルーツ味のデザート型ショコラ
など 5 種類を詰め合わせました。

※価格は全て税込です。
※無くなり次第、販売終了となります。

６．東京ソラマチ® バレンタインスイーツ
ソラマチ
限定

ソラマチ
限定

ボンボンショコラ ３個入りアソート ￥１,６２０

フロランタン ショコラ（シャティヨン） ミルクチョコレート＆オレンジ（左） ￥６０６

【タワーヤード２Ｆ ジョンカナヤ】

チョコレート（イストアール ドゥ ショコラ） ９個入り（右） ￥２,９３１

販売期間：２０１５年１月２９日（木）～無くなり次第終了
ボンボンショコラの定番ラインから、バレンタインに贈りたい
「アルマニャック」、
「ノアール」、
「山椒」をソラマチ限定の
アソートにしました。１００個限定で販売します。

【イーストヤード２Ｆ ラ フェ ミュルミュール】
販売期間：通年
ドライフルーツとナッツを焼き上げ、チョコレートをコーティング
したフロランタンと、フランス１００人のチョコレート職人に
数えられるケルマレック氏が手掛けるチョコレートです。ともに
日本初上陸の限定スイーツです。

ソラマチ
限定

バレンタイン クグロフ ４個入り ￥１,１２０

ナノブロック チョコレートバッグ Ｌ（左） ￥６１５

【タワーヤード２Ｆ éponge】

ナノブロック チョコレートボックス Ａ<ＺＯＯ！>（右） ￥５０７

販売期間：２０１５年１月２９日（木）～２月１４日（土）

【イーストヤード４Ｆ ナノブロックストア】

キュートなチョコオーナメント「ドキドキくまちゃん」を
トッピングしたバレンタイン限定クグロフです。イチゴ生地×
ホワイトチョコレート、ココア生地×イチゴ味コーティングの
２種類の味を楽しめます。

販売期間：２０１５年１月１０日（土）～２月１４日（土）予定
ストロベリー風味やミルクティー風味などのブロック型チョコ
レートと、ケーキやライオンなど本物のナノブロックのおまけが
入ったセットです。 ※掲載商品は一例です。

バレンタインあんみつ ￥５４０

もなかわショコラ（抹茶３枚・紅茶３枚） ￥１,５００

【タワーヤード２Ｆ 船橋屋】

【タワーヤード2Ｆ 京はやしや】

販売期間：２０１５年２月１日（日）～２月１４日（土）
ハート形のくず餅や苺寒天などを滑らかな餡に添えて黒蜜を
かけました。１８０５年に創業したくず餅の老舗が提供する、
バレンタイン限定のあんみつです。

販売期間：２０１５年１月２４日（土）～２月１４日（土）
一つ一つ丁寧に焼き上げた厚焼き最中を、石臼挽き抹茶や
セイロンティーを加えたベルギー産ホワイトチョコレートで
コーティングしました。今までにない和洋コラボのお菓子です。

※価格は全て税込です。販売期間などは変更になる可能性があります。

