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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では、１０月４日（金）～１０月３１日（木）の期間、    
各種ハロウィンイベントを開催します。 

 

東京スカイツリー®では、「レッツ マジカル ダンシング！」をキーワードに、東京スカイツリーの公式    

キャラクター「ソラカラちゃん」などをイメージした大きなかぼちゃの装飾や、夜にはオレンジ色や紫色

の館内照明でハロウィンを盛り上げます。また、楽しく踊れるハロウィン限定のダンス「ソラカラちゃん

のマジカル☆ハロウィンダンス！」などを実施します。 
 

東京スカイツリータウン全体では、各所で配布されるシールを３つ合わせるとハロウィンならではの 

東京スカイツリータウンのオリジナル絵柄が完成するシールプレゼント企画や、ハロウィンの仮装をした

小学生のお子さま２５名が東京スカイツリータウン内を練り歩くキッズパレードを開催。 

 

さらに、東京スカイツリーオフィシャルショップ“THE SKYTREE SHOP”と東京ソラマチ®各店では、    

ハロウィン限定グッズやスイーツなどもご用意します。 
 

そして、ソラカラちゃんのバースデーの前日である１０月２７日（日）には、バースデーイベントを    

実施し、あわせてバースデー限定商品も発売します。 
 
ハロウィンをお楽しみいただけるイベント盛りだくさんの東京スカイツリータウンにぜひご来場   

ください。 
 

詳細は別紙のとおりです。 
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 ハロウィン限定ダンスやキッズパレード開催！ 限定グッズ・スイーツも豊富に期間限定で発売！ 

東京スカイツリータウン®のハロウィンイベント 
２０１３年１０月４日（金）～１０月３１日（木）の期間限定開催 

ソラカラちゃんバースデー前日の１０月２７日（日）には、スペシャルコラボイベントを実施！！ 

©ＴＯＫＹＯ-ＳＫＹＴＲＥＥ 

 
△昨年のハロウィンイベント時の様子 



＜別 紙＞ 

１ 東京スカイツリーハロウィン企画「Tokyo Skytree
®
 Halloween Magic ２０１３」について 

東京スカイツリーは、「レッツ マジカル ダンシング！」をキーワード

に、イベントや館内装飾で、楽しさ溢れる２０１３ハロウィン

をお届けします。 

４Ｆスカイアリーナ特設ステージでは、ハロウィンコスチュー

ムのソラカラちゃん・テッペンペン・スコブルブルが登場する、

お子さま向けの新参加型プログラム「ソラカラちゃんのマジカル

☆ハロウィンダンス！」、館内では、ソラカラちゃんとふれあえる

「ソラカラちゃんのハロウィングリーティング」を開催します。 

１０月２７日（日）には、１０月２８日（月）に誕生日を   

迎えるソラカラちゃんのお祝いイベントを行います。特別ゲスト

に、ソラカラちゃんと同じ誕生日の「ピングー」が駆けつけ、１日

限定の特別なダンスステージを披露します。 

 

（１）東京スカイツリー内装飾 

「レッツ マジカル ダンシング！」をキーワードに、魔法使いのソラカラちゃんたちの楽しい装飾が、       

東京スカイツリーの随所にデコレーションされます。 

天望デッキフロア３５０には、ソラカラちゃんの魔法にかかった大きな木のコンダクターが指揮をとり  

かぼちゃたちがダンスをしているイメージの展示や、最高到達点のソラカラポイント(４５１．２ｍ)には、

スペシャルフォトスポットを設置します。 

そのほか、ＢＧＭをはじめ照明もオレンジ色や紫色で、館内はハロウィンムードを演出します。 

期  間 １０月４日（金）～１０月３１日（木） 

場  所 東京スカイツリー天望デッキ、東京スカイツリー天望回廊、 

団体フロア（１Ｆ）、入口フロア（４Ｆ）、出口フロア（５Ｆ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△「Tokyo Skytree Halloween Magic 2013」 

メインビジュアル 

～「マイケル・ジャクソン」が１日限定で展望台に！～ 

１０月２６日(土)には、等身大フィギュアで有名な『マダム・タッソー東京』と、東京   

スカイツリーのハロウィン・スペシャルコラボレーションを実施。 

キングオブポップ「マイケル・ジャクソン」のフィギュアを東京スカイツリー展望台に 

１日間限定で展示いたします。 

 

 

△ソラカラポイントのスペシャルフォトスポット 

イメージ 
△天望デッキフロア３５０イメージ △館内照明イメージ 

△「マイケル・ジャクソン」 

 フィギュアイメージ 

The images shown depict wax figures created and owned by Madame Tussauds. 

 



（２）お子さま向け参加型プログラム「ソラカラちゃんのマジカル☆ハロウィンダンス！」 
 

ハロウィンコスチュームの東京スカイツリー公式キャラクター ソラカラちゃん・スコブルブル・       

テッペンペンと一緒に、ハロウィンアレンジの楽曲で楽しく踊れる限定参加型ダンスプログラムを   

お子さま対象に開催します。「トリック・オア・トリート！」などのかけ声をとりいれた、ハロウィン   

らしさを楽しめるダンスです。 

さらに、イベント開催日には、東京スカイツリーへお越しのお子様を対象に、館内でソラカラちゃんに    

“プチ仮装”できる「ソラカラちゃんバイザー」をプレゼントします。 

 開 催 日 １０月  ５日(土)、 ６日(日)、１２日(土)、１３日(日)、１９日(土)、２０日(日)、     

２６日(土)、２７日(日) 

開催時間 １１:１５/１２:４５/１４:３０/１５:５０ 

 開催場所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ特設ステージ 

 対象年齢 小学生くらいまでのお子さま 

 プレゼント イベント開催日に東京スカイツリーにお越しのお子さま全員に“ソラカラちゃんバイザー”   

をプレゼント 

      ※雨天等によりイベント開催日時の変更や中止となる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

（３）「ソラカラちゃんのハロウィングリーティング」 

朝の東京スカイツリーオープン時から夜も、ハロウィンコスチュームのソラカラ

ちゃんとふれあえるグリーティングを、東京スカイツリー展望台や THE SKYTREE 

SHOP １階にて開催します。 

デイタイム 

開 催 日  １０月９日(水)、１６日(水)、２３日(水)、２８日(月)、３０日(水) 

時  間  ８:１５/９:４５/１１:１５/１３:１５/１４:３０/１６:００ 

場  所  THE SKYTREE SHOP １階 

      ※ 8:15/9:45の回は、東京スカイツリー天望デッキフロア３５０ 

        にて開催いたします。 

ナイトタイム 

開 催 日   １０月１１日(金)、１８日(金)、２５日(金)、３１日(木) 

時  間   １６:３０/１７:３０/１８:３０/１９:３０/２０:３０ 

場  所   東京スカイツリー天望回廊 

 

 

 

△ハロウィンコスチュームのソラカラちゃん・スコブルブル・テッペンペン 

 

 

△天望デッキ(350)イメージ 

△ソラカラちゃんバイザーイメージ 

 

△「ソラカラちゃんのハロウィン 

グリーティング」イメージ 

 



２ 「東京スカイツリータウン®  TRICK OR TREAT  サプライズ２０１３」 

 

 東京スカイツリー、東京ソラマチ・すみだ水族館、とうきょうスカイツリー駅で、シールをプレゼント

する企画です。各所で配布されるシールを３つ合わせるとハロウィンならではの東京スカイツリータウン

のオリジナル絵柄が完成します。 

※東京ソラマチおよびすみだ水族館で配布するシールは、同一のものです。 

※場所により、配布期間および方法が異なります。 

※１日の配布枚数に限りがあります。 

 

（１）とうきょうスカイツリー駅 

配布期間 １０月 ５日（土）、６日（日）、１２日（土）、１３日（日）、１４日（月・祝）、         

１９日（土）、２０日（日）、２６日（土）、２７日（日） 

配布時間 １１:００～１９:００ 

配布場所 とうきょうスカイツリー駅 正面改札口付近  

配布方法 かぼちゃ形のワッペンを付けたコンシェルジュに「トリック・オア・トリート！」とお声掛け

いただく。 

 

（２）東京スカイツリー 

配布期間 １０月４日（金）～１０月３１日（木）  

配布時間  ８:００～２２:００ 

配布場所 東京スカイツリー館内 

配布方法 かぼちゃやネコのポシェットを持ったスタッフに「トリック・オア・トリート！」とお声掛け   

いただく。 ※お一人様１枚限り 

 

（３）東京ソラマチ・すみだ水族館 

配布期間 １０月 ５日（土）、６日（日）、１２日（土）、１３日（日）、１４日（月・祝）、 

１９日（土）、２０日（日）、２６日（土）、２７日（日） 

配布時間 ①１０:００～２１:００ 

② ９:００～２０:００ 

配布場所 ①東京ソラマチ インフォメーション（イーストヤード１階・タワーヤード３階） 

     ②すみだ水族館 改札ゲート 

配布方法 ①インフォメーションスタッフに「トリック・オア・トリート！」とお声掛けいただく。 

     ②改札ゲートスタッフに小・中学生または幼児の当日チケット、もしくは年間パスポートを 

ご提示いただく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△プレゼントするシールイメージ（左からとうきょうスカイツリー駅、東京スカイツリー、東京ソラマチ・すみだ水族館で配布） 

△ポシェットイメージ 



３ 参加型イベント「東京スカイツリータウン® ハロウィン・キッズパレード」 

小学生のお子さまがハロウィンの仮装をして、東京スカイツリータウン内を練り歩くパレードを開催。

とうきょうスカイツリー駅のハロウィン装飾のお手伝い、東京ソラマチの様々なショップでは     

「トリック・オア・トリート」の合言葉でお菓子をプレゼント。また、ソラカラちゃんやとうきょう    

スカイツリー駅の駅長もパレード中に登場予定。パレード後は、１３日には東京スカイツリーへ、２０日

にはすみだ水族館へ無料でご招待します。 

 

開催日時  ２０１３年１０月１３日（日）、２０日（日）  

開催時間  １１:３０～１４:３０（予定） 

参加方法  ＴＯＢＵ ＢｏｍＢｏ Ｋｉｄｓ上のイベント専用応募フォームから応募 

      サイトＵＲＬ：http://www.tobu-kids.com/ 

募集期間  ２０１３年９月１９日（木）～９月３０日（月） 

対  象  １３日・２０日各日とも、小学生のお子さま２５名 

※兄弟・姉妹でのご参加でも、付添いの保護者の方は１名様までとさせていただきます。 

※応募者多数の場合は抽選となります。 

※両日ともお申込みいただくことも可能ですが、当選はどちらか１日限りとなります。 

参 加 費    無料 ※往復の交通費は各自ご負担いただきます。 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参 考＞ 

東武キッズサイト“ＴＯＢＵ ＢｏｍＢｏ Ｋｉｄｓ”について 

名  称  ＴＯＢＵ ＢｏｍＢｏ Ｋｉｄｓ（と～ぶボンボキッズ） 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.tobu-kids.com/ 

内  容  ２００９年３月２２日に開設し、今年で５年目となる東武鉄道のお子さま向けホームページ。 

小学生をメインターゲットとし、参加・体験型のサイトを目指しています。ボンボキッズと

は、“ボンボヤージュ(フランス語)＝よい旅を”と“キッズ＝子ども”の造語で、東武グル

ープの様々な世界に跳び出してもらおうと、リアルランド（実体験の世界）へ旅立つ改札口

をイメージしました。 

 

 

 

 

△昨年開催した「東京スカイツリータウン ハロウィン・キッズパレード」の様子 

http://www.tobu-kids.com/
http://www.tobu-kids.com/


４ ソラカラちゃんバースデーについて 

    １０月２８日(月)には東京スカイツリーの公式キャラクターソラカラちゃんが誕生日を迎えます。 

前日の１０月２７日(日)には、同じ誕生日の「ピングー」がお祝いに駆け付け、ソラカラちゃん・    

スコブルブル・テッペンペンと一緒に１日限定の特別なダンスステージでバースデーをお祝いします。 

１０月４日（金）から１０月３１日（木）には、ソラカラちゃんのバースデーを記念して、東京スカイ    

ツリー５階 に限定フォトスポット「ソラカラ☆フォトスポット」を設置いたします。 

（１）バースデーイベント 

実施日 １０月２７日(日) 

時 間 １２：４５/１４：３０（各回 20分程度）  

場 所 東京スカイツリータウン４階 

    スカイアリーナ特設ステージ 

（２）ソラカラ☆フォトスポット 

 実施日 １０月４日(金)～１０月３１日(木) 

場 所 東京スカイツリー５階 到着ロビー 

（３）東京スカイツリーオフィシャルショップ“THE SKYTREE SHOP” 

ソラカラちゃんバースデー限定商品  （販売期間：9月 28日(土)～10月 31日（木）) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バースデーぬいぐるみ(24㎝)ハート 2013  

(\1,600) 

バースデーマスコットハート 2013  

(\1,000) 

2013 年バースデー限定のソラカラち

ゃんぬいぐるみとマスコット。    
(取扱店：1F・5F・フロア 345) 

 

本高砂屋バースデー 

エコルセ 2013 (\600) 

秋の味覚、マロン風味

のエコルセです。 

(取扱店：1F・5F・フロア345) 

 

         

 

お誕生日チョコクランチ

2013 (\580) 

パッケージにリボンをあし

らったチョコクランチ。 

(取扱店：1F・5F)    

 

ソラカラちゃんバースデー 

バースデースライド 

缶チョコ 2013(\350) 

スライド缶は、食べ終えた

後も素敵な小物入れに。 

(取扱店：1F・5F・フロア 345) 

塩瀬総本家バースデー

薯蕷まんじゅう 

(\1,300) 

フロア 345 ショップ限定

のお饅頭は上品な味わい。 

(取扱店：フロア 345限定) 

バースデーおえかき 

クッキー2013 (\600) 

バースデーケーキのデコ 

レーションも楽しめます。 

(取扱店：1F・5F)                    

 

バースデーストロベリー 

チーズケーキ 2013 (\1,050) 

期間限定ストロベリーチー

ズケーキが登場。 

(取扱店：1F・5F)                

 

バースデーストラップ 2013 

(\650) 

高級感ある光沢の可愛い、バースデ

ー限定ストラップ。マグネットバー

ジョン（\550）もご用意しています。        
(取扱店：1F・5F・フロア 345) 

 

バースデーショコラ 2013 

(\840) 

ラズベリー味チョコも入った高級

感ある限定ショコラ詰め合わせ。 

(取扱店：1F・5F)                    

 

△ピングー（イメージ） 

 
△ソラカラちゃんバースデーキービジュアル 

 

バースデー東京カラメリゼ

2013 (\1,050) 

香ばしいカラメルとさっく

りした食感のカラメリゼ。 

(取扱店：1F・5F・フロア 345) 

 

©2013 The Pygos Group 

 



５ ハロウィン限定商品について 

 （１）東京スカイツリー 

① 東京スカイツリー 『SKYTREE CAFE』限定メニュー （販売期間：10月 4日(金)～10月 31日（木）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 東京スカイツリーオフィシャルショップ“THE SKYTREE SHOP”限定商品  

（販売期間：9月 21日(土)～10月 31日（木）) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パンプキンタルト(\550) 

かぼちゃをふんだんに使用したしっ

とりとして濃厚なかぼちゃタルト。

ピスタチオダイズがアクセント、一

口で秋を感じる仕上がりです。 

   (THE SKYTREE CAFE340 限定) 

パンプキンドーナツ(\230) 
パンプキンシールドを生地に練り
込んだ大人向けのドーナツ。ほんの
り甘く、もっちりとした食感で、ド
リンクとのフードペアリングをお
楽しみ下さい。 

  (THE SKYTREE CAFE350 限定) 

 

 

ハロウィンぬいぐるみ(24㎝) 2013 

     (\1,800) 

ハロウィンマスコット 2013 (\1,200) 

ハロウィン衣装の小物も忠実に再現

しました。   

(取扱店：1F・5F・フロア 345) 

 

ハロウィン かぼちゃマスコット 2013 
ソラカラちゃん・スコブルブル・テッペンペン 

(各\700) 

キャラクターたちの顔が、それぞれハロウ

ィンならではのカボチャマスコットに。 

    (取扱店：1F・5F・フロア 345) 

             

ハロウィンチョコクランチ 2013 

(\800) 

可愛いかぼちゃのケースには、2 種の

スカイツリー型チョコクランチが。 

  (取扱店：1F・5F・フロア 345) 

 

               

プティゴーフルパンプキン 

2013 (\1,050) 

かぼちゃの甘味と風味を活か

した、食べやすいゴーフル。  

     (取扱店：1F・5F) 

)               

 

ハロウィンブルーベリー 

チ ー ズ ケ ー キ 2013 
(\1,050) 

期間限定ブルーベリーチー

ズケーキが登場。 

(取扱店：1F・5F・フロア 345) 

ハロウィンスライド缶 

チョコ 2013 (\350) 

スライド缶は、食べ終えた

後も素敵な小物入れに。 

(取扱店：1F・5F・フロア 345) 

 

ハロウィンフィナンシェ 

(パンプキン)2013 (\1,050) 

口当たりの良い上品なパン

プキンフィナンシェです。 

(取扱店：1F・5F)            

 ※9月 22日(日)販売開始 



（２）東京ソラマチ 各店 

 

   

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ この他の東京ソラマチ各店でも、ハロウィン限定商品をご用意しております。 

※ 商品に関する写真・イラストはイメージです。予告なく変更になる場合もございます。 

※  価格は全て税込です。販売期間は変更になる可能性があります。また、限定商品は数に限りがある場合がございます。 

えびすかぼちゃの白玉しるこ １個￥４６２ 
【タワーヤード２Ｆ 船橋屋】 
販売期間：１０月２２日（火）～１１月５日（火） 
濃厚な甘みが特徴の北海道産えびすかぼちゃと小豆でお召し
上がりいただく、期間限定のおしるこです。 

 

ハロウィン 上生セット  
１セット￥６３０（期間中１００セット限定） 
【タワーヤード２Ｆ 千住宿 喜田家】 
販売期間：１０月２２日（火）～１０月３１日（木） 
和菓子職人が練切りでつくった「ジャックランタン」と「おば
けまんじゅう」のキュートな限定和スイーツセットです。 

 

ハロウィンパイ ￥２５２ 
【ウエストヤード２Ｆ ポンパドウル】 
販売期間：１０月１日（火）～１０月３１日（木） 
サクサクパイ生地でパンプキンペーストを包んだハロウィン
限定のパンプキンパイです。 

 

スイートカボチャのタルト  
１カット ￥５２５/１ホール(２５ｃｍ)￥５，０４０ 
【イーストヤード２Ｆ キル フェ ボン】 
販売期間：１０月１日（火）～１１月５日（火） 
クリームチーズにこっくりと甘みのあるかぼちゃクリームを重ね
たタルト。焼き色をつけ、仕上げにシナモンを効かせました。 

外はサクサク！まろやかバナナパンプキンパイ 
１ホール￥１，２６０ 
【タワーヤード２Ｆ おいもさんのお店 らぽっぽ】 
販売期間：１０月１日（火）～１０月３１日（木） 
香ばしいナッツが入ったサクサクなパイに、フレッシュバナナ
をたっぷりと練りこんだ、おいもとかぼちゃのパイです。 

 

パンプキンムース ￥４４１（１日１０個限定） 
【タワーヤード２Ｆ ブールミッシュ・コムニュアージュ】 
販売期間：１０月１日（火）～１０月３１日（木） 
かわいいハロウィンの陶器に入った、なめらかなかぼちゃの 
ムースです。※限定陶器につき、早めになくなる場合があります。 

パンプキンシュー ￥３２０（数量限定） 
【タワーヤード２Ｆ 東京下町シュークリーム スイートオーブン】 

販売期間：１０月２２日（火）～１０月３１日（木） 
大人気の金ごまシューに、かぼちゃクリームを入れ、チョコペ
ンで顔を書いた、東京ソラマチ店限定シュークリームです。 

ハロウィン ＭＩＸ  
パック￥５５０／ボトル￥８００ 
【ウエストヤード１Ｆ キャンディー・ショータイム】 
販売期間：販売中～１０月３１日（木） 
どくろマークやおばけ、ドラキュラなどのデザインが入った、
手作りの可愛いキャンディーです。 

ソラマチ 

限定 

ソラマチ 

限定 


