
 

 

 

 

 

 

 

２０１７年２月２８日 
  

これからの新しい時代を見据えた「シタマチ・ワンダーランド計画」を掲げ、新しい下町を発信 

東京スカイツリータウン® 開業５周年 
新たなライティング、東京ソラマチ®のリニューアル、能とデジタルアートを融合させたイベントなどを実施 

期間：２０１７年４月１日（土）～１２月３１日（日） 

東 武 鉄 道 株 式 会 社 

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は、２０１７年５月２２日（月）に、開業５周年を    
迎えます。 

今から５年前、東京スカイツリータウンは、タワーをつくるだけでなく、タワーのある街の「にぎわい」
をつくることを掲げて誕生しました。モノづくりを支えてきた職人の精神と下町の情緒を受け継ぎ、  
周辺地域や東京の東エリアの活性化を目指し、新しい時代のコミュニティを目指して取り組んで    
まいりました。 

このたび、５周年を機に開業以来、国内外から多くのお客さまにご来場いただいてきたことに改めて 
感謝申しあげるとともに、これからの新しい時代を見据えた「シタマチ・ワンダーランド計画」を掲げ、
ここ下町エリアにある東京スカイツリータウンで、ご来場いただいたお客さまが楽しさや喜び、感動を 
体験できる施設となるよう取り組んでまいります。 

５周年を迎える東京スカイツリー®では、江戸で育まれてきた心意気と隅田川をイメージした淡い  
ブルーの「粋」と美意識を表現した江戸紫の「雅」の２種類のライティングに継ぐ、第３の新たな       
ライティングを制作します。 
また、東京ソラマチでは、地域沿線のお客さまや国内外より観光でいらしたお客さま両方にお楽しみ    

いただけるよう、段階的にリニューアルを実施してまいります。さらに、５月を中心に様々なイベントを
用意して東京の“ここ”でしか味わえない下町の楽しさを演出し、「また来たい！」と思っていただける
「にぎわい」をつくることを目指します。 

 
その他にも東武グループ各社を挙げて様々な記念イベントやキャンペーンを実施します。 
東武鉄道は、本年創立１２０周年を迎えます。これからも東武グループ一体となり、魅力あるサービスを

提供し、沿線の価値向上を図ってまいります。 
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以 上 

 

【東京スカイツリータウン５周年ロゴマークについて】 

これから、ますます増える世界からのお客さまを    

お迎えすべく東京スカイツリー公式キャラクター   

ソラカラちゃんとともに東京スカイツリータウンを表現。

カラーリングは夜が明けていく様子をイメージ。 

 

▲５周年ロゴ 



 

 

 

 

（１）東京スカイツリータウン 「シタマチ・ワンダーランド計画」 

５周年を機にこれからの新しい時代を見据えた「シタマチ・ワンダーランド計画」を掲げ、ここ下町  

エリアにある東京スカイツリータウンで、ご来場いただいたお客さまに楽しさや喜び、感動を体験できる

施設となるよう取り組んでまいります。 

 

「シタマチ・ワンダーランド計画」 

 

東京スカイツリータウン、ここは新しい下町。 

ちょっと懐かしいのに、新鮮な発見と楽しさにあふれたまち。 

ここにあるのは、東京が江戸の頃からずっと育んできた粋な楽しさ。 

受け継がれてきたモノづくりの伝統と、新しい感性との出会い。 

そして人と人とのあたたかな触れ合い。 

私たちはそのすべてを、新しいまちの賑わいに変えて届けたい。 

このまちが届けることができる楽しさはまだまだあるはずだから、私たちは動き出す。 

東京のここでしか味わえない下町の楽しさを、感じてもらうために。 

タワーのある街が、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は、新しい挑戦を始めます。 

 

 

（２）東京スカイツリー® 新たなライティングの制作 

東京スカイツリーでは、江戸で育まれてきた心意気と隅田川をイメージした淡いブルーの「粋」と   

美意識を表現した江戸紫の「雅」の２種類のライティングに継ぐ、第３の新たなライティングを制作   

します。詳細は決まり次第、お伝えします。 

 

（３）東京ソラマチ® 段階的リニューアル 

東京ソラマチは、日常使いでご利用いただいている地域沿線のお客さまから、世界中からお越しの  

お客さままで、幅広く様々なお客さまへ「にっぽんのイマ」をお届けします。新しいシタマチの     

商業施設へ段階的なリニューアルを実施してまいります。 

 

（４）すみだ水族館 新展示オープン 

すみだ水族館では５周年を機に、「Future Aquarium」をテーマにした新展示をオープン予定。第一弾

として２０１７年４月にクラゲゾーンで新たな視覚体験型水槽をオープン。新しい体験プログラムも順次

スタートします。 

 

 

 

 

 

 

 

＜別 紙＞ 

東京スカイツリータウン® ５周年からの取り組みについて 

 



 

東京スカイツリータウンは、５周年を迎える５月２２日（月）に記念イベントを開催するほか、    

日本の伝統芸能である「能」と現代技術エンターテイメントを融合したイベントやカゴメ ナポリタン  

スタジアム、ご当地キャラクターフェスティバル、大道芸フェスティバルなど様々なイベントを開催  

します。 

 

（１） 能×デジタルアート 

東京スカイツリータウンでは、開業５周年を記念して、日本の伝統芸能と

現代技術エンターテイメントの融合『能×デジタルアート』を実施します。 

４階スカイアリーナに舞台を用意し、能のストーリー、演目を最新の   

サウンド・ビジュアルエフェクトによって新しい迫力のある伝統芸能   

エンターテイメントを生み出します。 

この新しい伝統芸能エンターテイメントを実現するべく、室町時代から 

続く能楽の名門「宝生流」の第二十世宗家である宝生和英氏にご参画    

いただきます。宝生氏は、伝統的な公演に重きを置く一方、異流競演など  

数々の新しい取り組みを行っており、海外ではイタリア、香港を中心に文化

交流事業を手がけています。 

 

期 間 ２０１７年５月２０日（土）、２１日（日） 

場 所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ 

（２）カゴメ ナポリタンスタジアム ２０１７ 

全国の隠れた絶品ナポリタンＮＯ．１を決定する実食イベント  

『カゴメ ナポリタンスタジアム ２０１７』を開催します。地方大会

を勝ちあがった全国の１０店舗が、東京スカイツリータウンに集結 

します。 

期 間 ２０１７年５月１３日（土）、１４日（日） 

時 間 １１：００～１９：００ 

場 所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ 

（３）ご当地キャラクターフェスティバル in すみだ２０１７ 

日本全国から、ふなっしー等約９０体のキャラクターが東京スカイ

ツリータウンおよび地元墨田区に大集合します。各キャラクターに  

よるパフォーマンスや各地域のＰＲブースの出店、今年初のご当地  

Ｂ級グルメの出店やオリジナルスタンプラリーや商店街の模擬店等、

様々なイベントを開催します。 

期 間 ２０１７年５月２７日（土）、２８日（日） 

時 間 １０：００～１７：００（予定） 

※雨天時は中止する場合がございます。 

場 所 東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろば、４階 スカイアリーナ 

浅草通り・タワービュー通り（おしなり商店街）、大横川親水公園ほか 

主 催 ご当地キャラクターフェスティバルin すみだ２０１７実行委員会 

    （墨田区、一般社団法人墨田区観光協会、墨田区商店街振興組合連合会、東京スカイツリータウン） 

▲ご当地キャラクターフェスティバル

inすみだ（過去の様子） 

東京スカイツリータウン® ５周年関連イベント 

 

 

▲カゴメ ナポリタンスタジアム ２０１７（イメージ） 

▲宝生流第二十世宗家 宝生和英氏 
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（４）大道芸フェスティバル 

土・日・祝日に開催している「ソラマチ大道芸」の集大成「ソラマチ大道芸フェスティバル」を開催    

します。のべ７０組を超えるパフォーマーがジャグリング、アクロバット、パントマイム等の      

パフォーマンスを各所で繰り広げます。 

さらに４月２９日（土・祝）～５月２８日（日）の土・日・祝日には、通常のソラマチ大道芸に加え、    

初登場の若手パフォーマーが大道芸を行う「カウントダウンパフォーマンス」を開催。大道芸      

フェスティバルまでの期間を盛り上げます。 

日 時 ２０１７年６月３日（土）１０：１５～１９：１５ 

４日（日）１０：１５～１８：４５ 

場 所 東京スカイツリータウン内 各所 

 

 

 

 

 

 

東京スカイツリーオフィシャルショップ「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」や東京スカイツリー天望

デッキ フロア３５０「ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ」において、５周年限定商品やメニューを販売します。

また、天望デッキ フロア３４５にあるＳｋｙ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ６３４（ｍｕｓａｓｈｉ）では、

開業５周年記念特別ディナープランをご用意します。 

東京ソラマチ®では、各店舗において５周年記念メニューや商品を販売するとともに、東武カードを  

ご利用のお客さまには年間利用額に応じたポイントアップサービスを行います。 

 

（１）東京スカイツリーオフィシャルショップ「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」の５周年限定商品 
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▲大道芸フェスティバル（過去の様子） 

東京スカイツリータウン®開業５周年限定商品・メニュー・サービス 

 

スカイツリー５周年脚付グラス（雅） 

１２，９６０円 

開業５周年を記念した脚付グラス。 
スカイツリーのライティング『雅』を
イメージした江戸紫に、鶴、桜、市松
模様をあしらいました。 
月から覗くと、スカイツリーと富士山
が一度に楽しめるデザインです。 
伝統工芸士の大久保忠幸氏によって、
ひとつひとつ手作りで作られて  
います。 

上野凮月堂 東京スカイツリー 

５周年アソートボックス 

１，２００円 

東京スカイツリーをイメージさせる
大粒の苺『スカイベリー』に加え、  
バニラ、チョコレート、３種類の  
クリームのプティゴーフル、スカイ 
ベリーの果汁を使ったゼリーと  
クリームをクッキーで挟んだスカイ
ベ リ ー ケ ー キ 、 フ ラ ッ ト バ ー    
クッキー、クランチと、上野凮月堂の
人気のお菓子を５周年記念限定  
コラボボックスに詰め合わせました。 
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（２）Ｓｋｙ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ６３４（ｍｕｓａｓｈｉ）開業５周年記念特別ディナープラン 

 東京スカイツリー天望デッキ フロア３４５にあるＳｋｙ  

Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ６３４(ｍｕｓａｓｈｉ)では、５周年

を記念したスペシャルディナープランをご用意します。  

（要予約） 

 また、５周年を迎える５月２２日（月）当日にも、記念   

イベントを予定しています。 

期 間 ２０１７年５月２３日（火）～３１日（水） 

場 所 天望デッキ フロア３４５ Ｓｋｙ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ６３４(ｍｕｓａｓｈｉ) 

料 金 未定 

 

（３）東京ソラマチ® ５周年記念メニュー 

東京ソラマチ内の各店舗において、５周年を記念した限定メニューや商品を販売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）東京ソラマチ ボーナスポイント 

 ２０１７年４月より、東京ソラマチでの１年間（４月１日～翌年３月３１日）の東武カードの     

クレジットご利用金額に応じて、以下のとおりボーナスポイントを進呈するサービスを新たに開始します。 

 

 

 

 

 

※ご利用金額２０１７年４月１日（土）分より計算します。翌年３月３１日（土）分までのご利用金額

を加算し、ポイント付与は翌年５月上旬までに行います。 

※一部加算対象外の店舗がございます。 

 

 

 

 

 

ポイント付与 ４月～翌３月のご利用金額 賞品 

ステージ３０ ３０万円以上４０万円未満 ３，０００ポイント 

ステージ４０ ４０万円以上５０万円未満 ４，０００ポイント 

ステージ５０ ５０万円以上 ５，０００ポイント 

▲スペシャルディナー（イメージ） 

世界５カ国“特選肉料理”フェア × 世界直輸入ビール＆

ワインのマリアージュ 

 

５周年にちなみ、世界５カ国の“特選肉料理”５種と、   

世界直輸入ビール・ワインをお楽しみいただける特別    

メニューです。お肉の特徴に合わせて厳選されたお飲物 

とのペアリングをご堪能ください。 

※掲載画像はメニューの一例です。 

※画像はイメージです。 

※価格はメニュー内容により異なります。 

世界のビール博物館（イーストヤード７階） 

毛鹿鮫の尾びれの金華ハム風味煮込み、陶板仕立て 

￥１７,２８０ 

フカヒレの中でも厚みがあり、ぜいたくな食べ応えが 

特長の毛鹿鮫を熱した陶板に盛り付けました。     

ダイナミックな見た目もお楽しみいただける一品が、 

５周年を記念して、東京ソラマチ店に期間限定で初登場

します。 

 

ブラッスリーシノワ昴 by 銀座アスター 

（イーストヤード３１階） 



 

 
 
 

東京スカイツリータウン開業５周年を記念して、東武グループ各社でも様々な取り組みを行います。 

名 称 内 容 実 施 日 

開業５周年 記念植樹      

（東武鉄道） 

環境にやさしい街「東京スカイツリータウン」  

から東武沿線へ緑を広げる環境活動の一環として

実施している記念植樹を東武鉄道沿線の駅で行い

ます。 

時期・場所は未定 

開業５周年記念「５人のシェフによる 

特別料理」 ビュッフェレストラン   

スーパーダイニング「ヴェルデュール」 

（東武ホテルレバント東京） 

和洋中のお料理とデザートをシェフのライブ  

パフォーマンスとともにお楽しみいただける   

ビュッフェレストランで、５人のシェフが心を 

込めて技を凝らした特別な一皿をディナータイム

にご用意します。 

５月２２日（月）～ 

５月３１日（水）（予定） 

開業５周年記念ディナー 

スカイツリー®ビューレストラン＆バー

「簾
れん

」 

（東武ホテルレバント東京） 

東京スカイツリー®を望む最上階のスカイツリー 

ビューシートで東京スカイツリーフューチャ  

リングカクテルがついた日本料理のディナー  

コースを１日５組様限定でお楽しみいただけ  

ます。 

５月２２日（月）～ 

７月３１日（月） 

※除外日 

７月２９日（土）、 

７月３０日（日） 

開業５周年 特別宿泊プラン 

 

（東武ホテルレバント東京） 

東京スカイツリー天望デッキ フロア３４５に 

あるレストランＳｋｙ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ  

６３４（ｍｕｓａｓｈｉ）のランチコース付

プランや東京スカイツリー天望デッキ日付指定 

入場券引換券付宿泊プラン等をご用意します。 

５月２２日（月）～ 

１２月３１日（日） 

※プランにより変わり

ます。 

開業５周年記念 銀座でブッフェ 

Ｎ．Ｙグリル＆ブッフェ「フィオーレ」 

（コートヤード・マリオット銀座東武ホテル）  

期 間 中、 お食 事い ただい た 小学 生以 下 の    

お客さまは、東京スカイツリー天望デッキ日付 

指定入場券が抽選であたるガラポンにチャレンジ

いただけます。 

４月１日（土）～ 

５月３１日（水） 

開業５周年記念 特別宿泊プラン 

（コートヤード・マリオット銀座東武ホテル）  

東京スカイツリー天望デッキ日付指定入場券  

引換券付宿泊プランをご用意します。 

４月１日（土）～ 

５月３１日（水） 

開業５周年記念×開店５５周年記念 

「ＧＯ！ＧＯ ＧＯ！」キャンペーン 

（東武百貨店池袋店） 

東武百貨店池袋店が５月２９日（月）に開店   

５５周年を迎えることから、「ＧＯ！ＧＯ ＧＯ！」

をキーワードに、池袋店において東京スカイ  

ツリー公式キャラクター ソラカラちゃんによる   

グリーティングイベントや夏休みに東京スカイ 

ツリーを見学する子供イベント等の募集を   

行います。また東京ソラマチとの共通店舗での 

限定商品・メニューをご用意します。 

５月２５日（木）～ 

６月７日（水）（予定） 

開業５周年記念ツアー 

（東武トップツアーズ） 

栃木県・群馬県から、スペーシア、りょうもう号

を利用した東京スカイツリータウンへの記念  

ツアーを開催いたします。 

５月２１日（日） 

 

東武グループの東京スカイツリータウン®開業５周年関連の取り組みについて 

 


