２０１５年１１月９日

映画『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』公開記念

『STAR WARS TOKYO SKY WALK at TOKYO SKYTREE®』
２０１５年１１月１８日（水）～２０１６年２月１１日（木・祝）開催
～映画の世界観を体感できる空間演出や、ライトセーバーに見立てた
記念ライティング、オリジナル商品の期間限定販売を実施！～
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（本社：東京都墨田区）が運営する東京スカイツリー®では、２０１５年１２月
１８日（金）１８：３０に全国一斉公開となる映画『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』の公開を記念して、
公開１か月前となる１１月１８日（水）より『STAR WARS TOKYO SKY WALK at TOKYO SKYTREE®』を開催します。
『STAR WARS TOKYO SKY WALK at TOKYO SKYTREE ®』では、最新作に登場する“ストームトルーパー”の
フォトスポットをはじめ、映画に登場するキャラクターの等身大パネルの設置や貴重なフィギュアの展示、
ライトセーバーを体感できるコーナーなど、地上４５０ｍの天望回廊全体を映画「スター・ウォーズ」の世界
観で演出します。
また、１２月１７日（木）～１２月２０日（日）の４日間限定で、映画の新キャラクター“カイロ・レン”
が操る十字型の赤いライトセーバーに見立てた『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』公開記念ライティング
を点灯。映画公開の前日１２月１７日（木）には、前夜祭となるライティング・イベントも開催します。
さらに、東京スカイツリーオフィシャルショップ「THE SKYTREE SHOP」では、「スター・ウォーズ」の
オリジナルアートを使った、ここでしか買えないマグカップやＴシャツなどのスペシャルアイテムを期間限定
発売するほか、様々な「スター・ウォーズ」グッズを集めた特設コーナーも展開します。
詳細は別紙をご覧ください。

『STAR WARS TOKYO SKY WALK at TOKYO SKYTREE®』ロゴ

東京スカイツリー天望回廊装飾（イメージ）
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公開記念ライティング（イメージ）

一般の方のお問い合わせ先
東京スカイツリーコールセンター ０５７０－５５－０６３４

（別紙）

『STAR WARS TOKYO SKY WALK at TOKYO SKYTREE®』 空間演出＆イベント
１．地上４５０ｍのスペース・エキシビジョン
宇宙空間のような天望回廊に降り立つと、６３４体のストームトルーパーフィギュア が待ち構え、
エピソード１から６までのストーリーパネルや最新作『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』の特別映像の
上映、等身大の“ストームトルーパー”や“Ｒ２－Ｄ２”
、
“Ｃ－３ＰＯ”パネルの設置、最新作に登場するキ
ャラクターの未発売で希少価値の高いフィギュアの設置などを行います。また、JAPANESE ORIGINAL コーナー
として、
「浮世絵スター・ウォーズ」の原画展示なども実施します。
さらに、最高到達点４５１．２メートルでは、柱をライトセーバーの色にライトアップさせ、光と音による
動きのある演出を行うなど、宇宙のような空間と地上４５０メートルの浮遊感が織りなす東京スカイツリー®
ならではの「スター・ウォーズ」の世界観を演出します。
期

間

２０１５年１１月１８日（水）～２０１６年２月１１日（木・祝）

場

所

東京スカイツリー天望回廊

東京スカイツリー天望回廊装飾（イメージ）

２．体感ライトセーバー
ライトセーバーを持ち、東京スカイツリーからの景色と一緒に、自由に
ポーズを決めて写真を撮ることができる体験型のフォトスポットです。
期

間

２０１５年１１月１８日（水）～２０１６年２月１１日
（木・祝）
※１１月１８日（水）のみ１７：００までとなります。

場

所

東京スカイツリー天望回廊
体感ライトセーバー（イメージ）

３．ＮＥＷ“ストームトルーパー”の特別フォトスポット
最新作『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』に登場する“ストームトルーパー”の希少な等身大立像を
設置します。
期

間

２０１５年１１月１８日（水）～２０１６年２月１１日（木・祝）

場

所

東京スカイツリー天望回廊

４．ＮＥＷ“ストームトルーパー”グリーティング
最新作『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』に登場する“ストームトルーパー”が、イベント初日限定で
３体登場してグリーティングを行い、抽選で一緒に記念写真を撮ることができます。
日

時

２０１５年１１月１８日（水）

場

所

東京スカイツリー天望回廊

※事前の抽選による対象者限定のグリーティングとなります。詳細はホームページにてお知らせします。
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東京スカイツリー® 『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』公開記念ライティング
最新作『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』の公開前日となる１２月１７日（木）～１２月２０日（日）
の４日間限定で、東京スカイツリー『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』公開記念ライティングを実施
します。
光と闇の戦いをイメージした赤と青の２色の演出から、映画の新キャラクター“カイロ・レン”が操る十字
型の赤いライトセーバーが立ち上がるまでを動きのある演出で表現します。
また、１２月１７日（木）は、映画公開の前夜祭として、ライティング・イベントも開催します。
なお、ライティング・イベントの詳細は決まり次第ホームページ等でお知らせします。
期

間

２０１５年１２月１７日（木）～１２月２０日（日）

内

容

光と闇の戦いをイメージし、上下方向から青色の光と赤色の光が現れ、中心部で衝突し、火花
を散らした押し合いを繰り返します。その後、タワーを縦に割るように分かれ、火花を散らし
ながら回転。次第に小さくなり、中心部へ集まって弾け飛びます。その後、映画の新キャラ
クター“カイロ・レン”が操る十字型の赤いライトセーバーに見立て、素早く下から上に赤色
の光が点灯し、左右にも光が広がります。

光と闇の戦いをイメージした点灯演出

十字型の赤いライトセーバーに見立てたライティング

※ライティングの画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
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『STAR WARS TOKYO SKY WALK at TOKYO SKYTREE®』 グッズ販売
東京スカイツリー®オフィシャルショップ「THE SKYTREE SHOP」１階および５階の特設コーナーにおいて、
２０１５年１１月１８日（水）より、最新作『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』で登場する２色のライト
セーバーをイメージしたルーカスフィルム公認オリジナルアートを使ったオリジナルグッズを期間限定発売
するほか、様々な「スター・ウォーズ」グッズも販売します。
なお、「スター・ウォーズ」関連グッズを１回のお会計で合計２，０００円（税込）以上お買い上げいただ
いた方に、東京スカイツリーオリジナルの「スター・ウォーズタッチペン付き３色ボールペン」をプレゼント
します。また、★マークの付いた商品をお買い上げの方に「スター・ウォーズオリジナルショッパー」を
プレゼントします。
１．オリジナルグッズの販売

SW/TS マフラータオル
Dark side/Light side
各￥１，７２８
★ SW/TS Ｔシャツ
Dark side/Light side
各￥５，２９２
黒いダークサイドと、白いライト
サイドの２つの柄をメンズ・レディ
ース２サイズご用意しました。
裏には、スカイツリーのロゴが入っ
ています。

コラボアートをあし
らった２種のマフ
ラータオル。スカイ
ツリーの高さを表現
した縦長の迫力ある
タオルです。
サイズ：約２０×
約１００ｃｍ。

SW/TS ミニハンカチ
Dark side/Light side
各￥５４０
コラボアートをあしらった２種の
ミニハンカチ。
サイズ：約２０×約２０ｃｍ。

SW/TS メタリッククリアファイル
Dark side/Light side
各￥５４０

★ SW/TS マグカップ
Dark side/Light side
各￥１，６２０

★ SW/TS メモリアルプレート
Dark side/Light side
各￥３，０２４

裏面に帝国軍と反乱軍のマークが
入ったメタリックなクリアファイ
ルです。
コラボアート２種が表と裏に入っ
たＡ５ノート(￥５４０)もご用意
しています。

カップの底には帝国軍と反乱軍のマ
ークがそれぞれ入っており、外側だけ
ではなく、内側にも「スター・ウォー
ズ」ロゴが入っているのがポイントで
す。サイズ：７．６×９ｃｍ。
※２０１５年１２月１日（火）発売予
定。

シリアル番号入り、プレートスタン
ド付です。サイズ：２１ｃｍ。
（限定数各２００枚）
※シリアル番号は選べません。
※２０１５年１２月１日（火）発売
予定。

※価格は全て税込です。限定発売のため、無くなり次第終了となります。
※写真・イラストはイメージです。なお、掲載内容は変更となる場合があります。
※上記のオリジナルグッズは、オンラインショップでも数量限定で発売します。
・販売期間

２０１５年１１月１８日（水）～１２月１日（火）

・Ｕ Ｒ Ｌ

http://shop.tokyo-skytree.jp/p/
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２．特設コーナーでの「スター・ウォーズ」グッズの販売
オリジナルグッズのほかに、天望回廊内で展示しているフィギュアをはじめ、ステッカー、キーホルダーな
ど人気の「スター・ウォーズ」グッズを多数販売します。
３．ノベルティプレゼント
東京スカイツリー ®オフィシャルショップ「THE SKYTREE SHOP」１階
および５階の特設コーナーで「スター・ウォーズ」関連グッズを、１回の
お会計で合計２，０００円（税込）以上お買い上げいただいたお客様に、 「スター・ウォーズタッチペン付き
東京スカイツリーオリジナルの「スター・ウォーズタッチペン付き３色

３色ボールペン」
（イメージ）

ボールペン」をプレゼントします。
期

間

２０１５年１１月１８日（水）～２０１６年２月１１日（木・祝）
※数に限りがございます。無くなり次第終了します。
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以 上
（参考）
『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』作品概要
映画を超えた史上空前のエンターテイメント『スター・ウォーズ』、その新たなる３部作の第一弾。
『ジェダイの帰還』から約３０年後を舞台に、フォースを巡る全く新しい“家族の愛と喪失の物語”が
描かれる。
砂漠の惑星で家族を待ち続けている孤独なヒロイン、レイの運命は“ある出会い”によって一変する
ことに…。
旧シリーズの不朽のキャラクターたちに加えて、重要なカギを握るドロイド BB-8、ストームトルーパー
の脱走兵フィンなどが登場。
世界中が注目する悪役は十字型のライトセーバーを操るカイロ・レン。
監

督：J.J.エイブラムス

プロデューサー：キャスリーン・ケネディ

出

演：デイジー・リドリー/ジョン・ボイエガ/アダム・ドライバー

配

給：ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン
以

上

