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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）

にて運営を行っている東京スカイツリータウンでは、２０１５年１１月１１日（水）より、“世界一高

いクリスマスツリーの光に包まれながら、大切な人と願いをかなえるクリスマスを過ごして欲しい”と

いう想いを込めて「東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１５」を開催します。 
 

世界一高いクリスマスツリーやキャンドルに見立てた限定ライティングを実施する東京     

スカイツリー®の足元には、“願い”を込めてボタンを押すとその“願い”によって色が変わる６．３４

メートルのクリスマスツリーが登場します。 

また、１２月１日（火）からは、東京スカイツリータウンの壁面と東京スカイツリー塔体下部の全幅

約１４０メートルがスクリーンとなるプロジェクションマッピングを開催します。“星に願いを”を  

テーマに、ヴァイオリニストの宮本笑里さんが奏でる音楽に合わせて“願いの星”が登場し、東京      

スカイツリーのライティングが動くような演出となります。 
 

さらに、Sky Restaurant ６３４（musashi）のディナーや、夜景が見える天望シャトル（シースルー

エレベーター）の貸切搭乗などがセットになったプレミアムチケットの販売も行います。 

このほか、世界一高いタワーのある街でクリスマスをお楽しみいただける多数のイベントをご用意 

し、訪れる皆さまをお迎えします。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

©TOKYO-SKYTREETOWN                   
 

東京スカイツリータウン®プロジェクションマッピング（イメージ） ６３４ツリー（イメージ） 

 
「東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１５」 

２０１５年１１月１１日（水）よりスタート 
 

１２月１日（火）からは、プロジェクションマッピングの開催や、 

展望台内の特別ディナーなどが付いたプレミアムチケットの販売も！ 
 
 
 

今年のテーマは“願いをかなえる” 



 

 

（別 紙） 

 

 

“世界一高いクリスマスツリーの光に包まれながら、大切な人と願いをかなえるクリスマスを   

過ごして欲しい”という想いを込めて、世界一高いクリスマスツリーやキャンドルに見立てた限定   

ライティングを実施する東京スカイツリー®の足元に、“願い”を込めてボタンを押すとその“願い”に

よって色が変わる６．３４メートルのクリスマスツリーを設置し、温かみのある約３５万球のキャン 

ドルカラーイルミネーションなど、タワーのある街を彩ります。 

 

期 間  ２０１５年１１月１１日（水）～１２月２５日（金） 

※イルミネーションは２０１６年３月６日（日）まで点灯します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１５について 

 

スカイアリーナ 

●東京スカイツリータウン® 

プロジェクションマッピング・・P２ 

●６３４ツリー・・P３ 

●イルミショー・・P４ 

●NIGHT RIVER VIEW・・P４  

●ソラマチ クリスマスマーケット ２０１５・・P６ 

 

東京スカイツリー 

 

階段装飾・・P● 

 

ハナミ坂 

すみだ水族館 

●ペンギンと音楽の夜・・P７ 

 

●クリスマスリース・・P４ 

●ソラマチアカペラストリート 

２０１５・・Ｐ７ 

 

●限定ライティング・・P３ 

●ナイトビューペアチケット・・P５ 

●館内装飾・・P６ 

●TOKYO SKYTREE® Music Night ２０１５・・P６ 

●ソラカラちゃんの HAPPY クリスマス２０１５・・P７ 

●ソラカラちゃんのクリスマスグリーティング・・P７ 

ソラミ坂 ソラマチひろば 

●階段フォトスポット・・P４ 

 

●階段フォトスポット・・P４ 

●ワイヤーフレームイルミネーション・・P４ 
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北十間川 

１       
 



 

 

 

東京スカイツリータウン®の壁面と東京スカイツリー®塔体下部の全幅約１４０メートルがスクリーン

となるプロジェクションマッピングを開催します。“星に願いを”をテーマに、ヴァイオリニストの  

宮本笑里さんが奏でる音楽に合わせて“願いの星”が登場し、東京スカイツリーのライティングが動く

ような演出となります。 

 

期 間  ２０１５年１２月１日（火）～１２月２５日（金） 

時 間  １７：３０～、１８：００～、１８：３０～、１９：００～、 

１９：３０～、２０：００～（各日６回、各回約７分上映） 

※都合により、一部変更となる場合があります。 

場 所  東京スカイツリータウン５、６、７階 壁面部、東京スカイツリー塔体下部 

内 容  １曲目「Joy to the world」 

ヴァイオリニスト宮本笑里さんの奏でる導入の音楽と共に“願いの星”が現れ、建物を    

カラフルな世界で彩ります。 

      ２曲目「ひいらぎ飾ろう」 

音楽に合わせてクリスマスカラーのリボンが踊るように動き出し、クリスマス感溢れる 

世界へ変貌します。 

      ３曲目「The first Noel」 

建物全体がゴールドに輝き、音楽に合わせてゴールドの噴水が涌き出し、星のデザインが

あしらわれたシャンデリアの世界へ展開します。 

      ４曲目「Silent Night」 

“願いの星”が鍵となり、ステンドグラスの世界が広がり、やがて万華鏡の世界へと移り  

変わっていきます。 

      ５曲目「We wish you a Merry Christmas」 

音楽に誘われてやってきたたくさんの“願いの星”の力で、東京スカイツリーが世界一  

高いクリスマスツリーに見立てた限定ライティングとなり、イルミネーションも点灯しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

■プロフィール 宮本 笑里（みやもと えみり） 

ヴァイオリニスト。 

１４歳でドイツ学生音楽コンクールデュッセルドルフ第一位入賞。 

その後は、小澤征爾音楽塾、NHK 交響楽団などに参加し、 

２００７年「smile」でアルバムデビュー。 

現在まで６枚のオリジナルアルバムを発売。様々なテレビ番組、 

CM にも出演するなど幅広く活動中。 

２０１５年９月にニューアルバム「birth」をリリース。 

１０月からトリオ編成によるリサイタルツアーを行う。 

オフィシャルサイト http://emirimiyamoto.com/ 

 

東京スカイツリータウン®プロジェクションマッピング（イメージ） 
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１．東京スカイツリータウン®プロジェクションマッピング 

 

２       
 

http://emirimiyamoto.com/


 

 

 

 

（１） 東京スカイツリー®限定ライティング 

東京スカイツリーを世界一高いクリスマスツリーに見立てた“シャンパンツリー”、“ホワイトツリー”、

キャンドルに見立てた“キャンドルツリー”の３種類の限定ライティングを期間中点灯します。 

 

点灯日時   ２０１５年１１月１１日（水）～１２月２５日（金）１７：００～２３：００ 

       ※１１月１６日（月）～１２月１５日（火）は、１６：４５～点灯 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京スカイツリーライティングスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） ６３４ツリー 

 “願い”を込めてボタンを押すとその“願い”によって色が変わる   

６．３４メートルのクリスマスツリーが登場します。５種類の願いの 

星をイメージした色に変化します。 

 

点灯日時  ２０１５年１１月１１日（水）～１２月２５日（金） 

１７：００～２３：００ 

※１１月１６日（月）～１１月３０日（月）は、１６：４５～点灯 

※１２月 １日（火）～１２月２５日（金）は、２０：１５～点灯 

場 所  東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ 

キャンドルツリー 

 

揺らぎながらも 

力強く燃え続ける

キャンドルの炎を

イメージしたライ

ティングです。 
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※都合により、一部変更となる場合があります。 

※１１月１１日（水）は、ライティングセレモニーのため、 

１８：００に“雅”を消灯し、“シャンパンツリー”を点灯します。 

２．イルミネーション 

 

 

３       
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６３４ツリー（イメージ） 

シャンパンツリー 

 

もみの木をイメージ

したスカイツリーを

シャンパンゴールド

の光で彩ります。 

ホワイトツリー 

 

白いベールを  

まとったツリーで、

ホワイトクリスマ

スを演出します。 



 

 

（３） イルミショー 

クリスマスソングに合わせて、樹木やオーナメント、 

ソラカラちゃんたち東京スカイツリー®公式キャラクター

のイルミネーションが踊るように４色の光に輝き出す 

イルミショーを開催します。 

 

 

点灯日時  ２０１５年１１月１１日（水）～１１月３０日（月） １８：００～２１：４５  

１２月 １日（火）～１２月２５日（金） ２０：１５～２１：４５ 

（毎時００分、１５分、３０分、４５分） 

場 所  東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ 

 

 

（４） 東京スカイツリータウン®イルミネーション 

“願いをかなえる”をテーマに、東京スカイツリータウン内各所で、約３５万球のキャンドルカラー

イルミネーションを点灯し、タワーのある街のクリスマスを彩ります。 

 

点灯日時  ２０１５年１１月１１日（水）～１２月２５日（金）１７：００～２３：００ 

       ※１１月１６日（月）～１２月１５日（火）は、１６：４５～点灯 

      ※東京スカイツリータウン内のイルミネーションは２０１６年３月６日（日）まで点灯します。 

 

内 容  ○階段フォトスポット（１１月１１日（水）～１２月２５日（金）） 

とうきょうスカイツリー駅、押上駅からそれぞれ東京スカイツリーへとつながる  

「ハナミ坂」、「ソラミ坂」に、階段に描かれたイラストと面白い写真を撮ることが   

出来るフォトスポットを設置します。 

○クリスマスリース（１１月１１日（水）～１２月２５日（金）） 

ソラマチひろばに、直径約３．２メートルのクリスマスリースが出現し、リースの   

中から顔を出して撮影出来るフォトスポットとなります。 

○NIGHT RIVER VIEW（１１月１１日（水）～３月６日（日）） 

スカイアリーナの連絡ブリッジ下に、東京スカイツリーの展望台から見える隅田川の 

橋と、水面に映る夜景を表現した光のアーチが出現します。 

○ワイヤーフレームイルミネーション（１１月１１日（水）～３月６日（日）） 

東京スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃん、テッペンペン、スコブルブルが、

ハナミ坂ひろばでイルミネーションになってお出迎えします。 

 

 

 

 

 

 

 
NIGHT RIVER VIEW（昨年の様子） 
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ワイヤーフレームイルミネーション（昨年の様子） 

イルミショー（イメージ） 

©TOKYO-SKYTREE   
 



 

 

 

 

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、大切な人とクリスマス

一色となった東京スカイツリー®を満喫出来る特別チケットを２種類販売します。 

 

実 施 期 間  ２０１５年１２月１日（火）～１２月２５日（金） 

予約開始日  ２０１５年１１月１日（日）～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 

天望デッキ・天望回廊への入場と、地上３４５メートルにある「Sky 

Restaurant ６３４（musashi）」での約３２，０００円相当の特別   

ディナーコース、天望デッキから天望回廊行き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、記念写真・特製   

フォトアルバムの特典、チケットカウンターからエレベーターまでの 

スタッフによるエスコートとエレベーターの優先搭乗が付いた   

プレミアムなペアチケットです。 

 

入場時間  １７：３０～、１８：３０～  

販売場所  チケットぴあＷＥＢサイト 

販売枚数  各時間１組２名様 

料 金  ４０，０００円（税込/ペア料金） 

      ※１２月１９日（土）～２５日（金）は、クリスマス特別

コースとなるため、６２，０００円（税込/ペア料金）と

なります。 

 

 

（２） 東京スカイツリー®ナイトビューペアチケット 

 天望デッキ・天望回廊への入場と、地上３４０メートルにある    

「SKYTREE CAFE」でのスパークリングワイン・特製オードブル、記念写真・

特製フォトアルバムの特典が付いたペアチケットです。 

 

入場時間  １７：００～、１８：００～、１９：００～、２０：００～ 

販売場所  ・チケットぴあＷＥＢサイト 

・セブン-イレブン マルチコピー機（チケットぴあ） 

販売枚数  各時間３組６名様 

料 金  １２，０００円（税込/ペア料金） 

 

 

 

 

 

５       
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Sky Restaurant ６３４（musashi） 

特別ディナーコース 

（イメージ） 

天望デッキから天望回廊までの天望シャトル 

シースルーエレベーター（イメージ） 

特製フォトアルバム（イメージ） 
 
 

SKYTREE CAFE 天望デッキ フロア３４０の 

スパークリングワインと特製オードブル 

（イメージ） 
 
 

３．ナイトビューペアチケット 



 

 

 

（１） 東京スカイツリー®館内装飾 

“願いを、かたちに。～世界一のクリスマスツリーが叶える、みんな

の夢～”をテーマに、クリスタルボールを願いの象徴としたデコレー  

ションが登場します。 

４階にはあたたかく賑わいのあるクリスマスマーケットの装飾を、  

天望デッキ フロア３５０には“願い”を込めてボタンを押すと音と光の   

きらめく演出が楽しめるチャペルのような装飾を施し、館内各所を彩り

ます。 

また、館内でサンタクロースの帽子をかぶっているスタッフに   

「ドリームクリスマス！」と声をかけていただいたお客様には、    

クリスマスオリジナルステッカーをプレゼントします。 

 

期 間  ２０１５年１１月１１日（水）～１２月２５日（金） 

場 所  東京スカイツリー１階、４階、天望デッキ 

 

TOKYO SKYTREE® Music Night 2015 ～天空で願いをかける音楽会～  

クリスマスの時期にマッチしたムードのある音楽で、夜景に合う落ち着いた大人の音楽会を演出  

します。ジャズ、フォーク、Ｊ－ＰＯＰなどのシンガーソングライターを中心とした歌のライブから、   

クラシックヴァイオリニストによる演奏など、クリスマスにふさわしいアーティストを迎えます。 

※河口恭吾さんなど、期間中９名のアーティストを迎えます。詳細はホームページをご確認ください。 

 

期 間  １２月４日（金）、１１日（金）、１２日（土）、１８日（金）、１９日（土）、 

２３日（水・祝）、２４日（木）、２５日（金） 

時 間  １９：３０～ ※各日３０～４０分程度を予定しております。 

場 所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

※荒天時は、予告なく変更または中止となる場合があります。 

                    

（２） ソラマチ クリスマスマーケット ２０１５ 

東京スカイツリーの足元、キャンドルイルミネーションに彩られた  

スカイアリーナで、クリスマスマーケットを開催します。本場ドイツを

感じる豪華なデコレーションをまとったヒュッテ（ヨーロッパ式小屋） 

が登場し、イルミネーションや限定ライティングを眺めながら、クリス 

マス雑貨やドイツのプレミアムビール、スイーツなどをお楽しみいただ

けます。また、昨年ご好評いただいた「幸せのホワイトベア」が今年も

登場し、タワーと一緒に撮影出来るフォトスポットとなります。 

 

期 間  ２０１５年１１月１１日（水）～１２月２５日（金） 

時 間  １１：００～２２：００（２１：３０ラストオーダー） 

      ※１１月１１日（水）は、ライティングセレモニーのため、１７：００にオープンします。 

      ※天候などの状況により、時間が変更となる場合があります。 

場 所  東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ 

天望デッキ フロア３５０ 
（装飾イメージ） 

４．デコレーション＆イベント 

ソラマチ クリスマスマーケット 
（昨年の様子） 

６      
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４階 正面エントランス 
（装飾イメージ） 



 

 

（３） すみだ水族館「ペンギンと音楽の夜」 

夜の水族館で、新日本フィルハーモニー交響楽団による生演奏を 

お楽しみいただけます。時折、ペンギンたちも鳴き声で演奏に加わ

り、ライブを盛り上げます。また、飼育スタッフがペンギンたちの

夜の過ごし方をお話する｢ペンギンライブ｣も見どころです。 

 

期 間  ２０１５年１２月２３日（水・祝）、 

２４日（木）、２５日（金） 

時 間  １８：００～２１：００ 

 

（４） ソラマチアカペラストリート ２０１５ 

大学のアカペラサークルを中心に全国１０００グループ以上の 

応募からオーディションで選ばれた２００組を超えるアカペラ  

グループが東京スカイツリータウンに登場。タウン全体が素敵な  

ハーモニーに包まれます。 

 

期 間  ２０１５年１２月５日（土）、６日（日） 

時 間  １０：００～１８：００ 

場 所  東京スカイツリータウン内各所 

主 催  ソラマチアカペラストリート２０１５実行委員会 

 

（５） ソラカラちゃんの HAPPY クリスマス２０１５ 

限定コスチュームを着たソラカラちゃん、テッペンペン、    

スコブルブル、ダンサーズとともにクリスマスらしい音楽に   

合わせて、簡単な振り付けで参加できるミニショーです。 
 

期 間  ２０１５年１１月１４日（土）、１５日（日）、２１日（土）、

２２日（日）、２３日（月・祝）、２８日（土）、２９日（日）、

１２月５日（土）、６日（日）、１２日（土）、１３日（日）、

１９日（土）、２０日（日）、２１日（月）、２２日（火）、

２３日（水・祝）、２４日（木）、２５日（金） 

時 間  ９：４５、１１：３０、１３：４５、１５：３０ 

場 所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

 

（６） ソラカラちゃんのクリスマスグリーティング 

クリスマス限定コスチュームを着たソラカラちゃんがお客様と触れ合うプログラムを実施します。 
 

期 間   ２０１５年１１月１１日（水）～１２月１８日（金） 

※「ソラカラちゃんの HAPPY クリスマス２０１５」開催日を除く。 

時  間   ９：００、１０：３０、１３：３０、１５：００、１６：３０ 

場  所   東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

 

 

以 上 

「ペンギンと音楽の夜」（イメージ） 

ショー限定コスチュームの 

公式キャラクター 

©TOKYO-SKYTREETOWN         
 

©TOKYO-SKYTREE         
 

※天候などの状況により、内容や日時・場所を予告なく変更する可能性があります。 
 

 

「ソラマチアカペラストリート」 
（昨年の様子） 

７      
 


