２０１３年１０月２４日

東京スカイツリー®を世界一高いクリスマスツリーやキャンドルに見立てた
限定ライティングや約５０万球の LED などで、タワーのある街のクリスマスを彩ります

「東京スカイツリータウン®イルミネーション２０１３」
１１月１日（金）よりスタート
１２月１日（日）からは、25 日間連続で
開業後初のプロジェクションマッピングとクリスマスライブも開催
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、２０１３年１１月１日（金）から２０１４年１月
３１日（金）まで、大切な人と幸せなあたたかい時間を過ごしてほしいという想いを込めて、「東京
スカイツリータウン®イルミネーション２０１３」を開催します。
東京スカイツリーでは、１１月の週末を中心に、白いベールをまとい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“ホワイトツリー”を点灯。１１月末からクリスマスまでの期間は、東京
スカイツリーをクリスマスキャンドルに見立てた“キャンドルツリー”などを点灯します。
また、足元の東京スカイツリータウンには、約５０万球の LED によるイルミネーションが輝き、
スカイアリーナには本場ドイツさながらのクリスマスマーケットを再現。イルミネーションで彩られた
東京スカイツリータウンの街歩きを一層盛り上げます。
さらに、１２月１日（日）からは、東京スカイツリーの点灯と連動したプロジェクションマッピング
を初開催。クリスマスプレゼントやキャンドルなどの映像と音楽でクリスマス気分を盛り上げ、
フィナーレのカウントダウンの合図で東京スカイツリーが点灯します。
この他にも、女性アーティストによる２５日間連続開催のクリスマスライブや、展望台で開催する
ソラカラちゃんのミニショーなど、クリスマスイベントを多数ご用意し、訪れる皆さまをお迎えします。

キャンドルツリー

「ソラマチ

クリスマス

マーケット２０１２」の様子

プロジェクションマッピングイメージ
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東京スカイツリータウン®イルミネーション２０１３について
大切な人と幸せなあたたかい時間を過ごしてほしいという想いを込めて、
東京スカイツリータウン全体を約５０万球の光で彩ります。
東京スカイツリー®では、クリスマスまでの期間中、世界一高いクリスマス
ツリーやクリスマスキャンドルに見立てた５種類の限定ライティングを点灯
します。また、北十間川に面した道路沿いの木々を LED で彩るほか、光階段、
ソラカラちゃんの形をしたワイヤーフレームなど、東京スカイツリータウン
全体が様々な光で包まれます。
点灯初日である１１月１日（金）には、「東京スカイツリータウン ®イルミ
ネーション２０１３ ライティングセレモニー」を開催。スペシャルゲストに

メインビジュアル

よって、東京スカイツリーが点灯します。
期

間

２０１３年１１月１日（金）～２０１４年１月３１日（金）

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・・P4
●ソラマチ クリスマスマーケット ２０１３・・P5
●Christmas Countdown Live・・P5
●クリスマスツリー・・P3

東京スカイツリー
●限定ライティング・・P2
●館内装飾・・P3
●ソラカラちゃんのミニショー＆
グリーティング・・P6

すみだ水族館

ソラミ坂

●ペンギンと音楽の夜・・P7

●光階段・・P3

北十間川
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ハナミ坂

●光階段・・P3
●ワイヤーフレームイルミネーション・・P3
●クリスマスリース・・P3

ソラマチひろば
●エフェクトライト演出・・P3
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東京ソラマチ®
●ジャッキーのスイートクリスマス・・P7

1.

イルミネーション＆デコレーション

■東京スカイツリー®
東京スカイツリーでは、「Tokyo Skytree® Dream Christmas ２０１３～
世界一のクリスマスキャンドルに想いを込めて～」をコンセプトに、家族や
友人、恋人など、大切な人と過ごすクリスマスの楽しいひと時を贈ります。
期間中５種類の限定ライティングを点灯するほか、キャンドルのような
あたたかい光をイメージした館内装飾で、幻想的なクリスマスを演出します。
キービジュアル

（１） 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“ホワイトツリー”、クリスマス
キャンドルに見立てた“キャンドルツリー”など、期間中５種類の限定ライティングを点灯します。
点灯日時

２０１３年１１月１日（金）～１２月２５日（水）

１７：００～２３：００

※１１月１６日（土）～１１月３０日（土）は、１６：４５～点灯

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。

シャンパンツリー

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。

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。

冬粋

冬雅

冬らしい演出として塔体に配していたゴールド
を白銀に衣替えし、冬の訪れを感じさせる仕様
です。

東京スカイツリーライティングスケジュール
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※１日に２つの異なるライティングを実施する場合は、２０時で切り替わります。
※１１月１日（金）はライティングセレモニーのため、１８時に“雅”を消灯し、
“ホワイトツリー”を点灯します。
※都合により、一部変更となる場合があります。
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（２） 館内装飾
１１月１日（金）からは、正面エントランスに、大きな光のアーチと、リースやキャンドルをあしら
ったソラカラちゃんのオブジェが登場。１１月２７日（水）からは、東京スカイツリー天望デッキ各所
に、あたたかな光をイメージしたキャンドル型 LED をデコレーションし、夜景のきらめきと融合して
ロマンチックな夜を演出します。東京スカイツリー天望回廊の最高到達点“ソラカラポイント”には、
隠れソラカラちゃんが光の階段の上に浮かぶ演出を施し、より一層クリスマスムードを引き立てます。
期

間

２０１３年１１月１日（金）～１２月２５日（水）

正面エントランス イメージ

天望デッキ

フロア 345 イメージ

最高到達点“ソラカラポイント”
イメージ
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■東京スカイツリータウン
スカイアリーナや、北十間川に面した道路沿いの木々、ハナミ坂ひろば、ソラミ坂ひろば、ソラマチ
ひろばなど、東京スカイツリータウン全域がシャンパンゴールドやホワイトの LED 約５０万球で彩られ
ます。
点灯日時

２０１３年１１月 １日（金）～１１月１５日（金） １７：００～２３：００
１１月１６日（土）～１１月３０日（土） １６：４５～２３：００
１２月 １日（日）～１２月３１日（火） １７：００～２３：００
２０１４年 １月 １日（水）～ １月１５日（水） １７：１５～２３：００
１月１６日（木）～

内

容

１月３１日（金） １７：３０～２３：００

○光階段
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」を、墨田区の伝統工芸である江戸切り子をモチーフに、LED
照明で装飾。幻想的な光階段が出現します。
○ワイヤーフレームイルミネーション
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、ハナミ坂ひろばなどでイルミネーションになってお出迎えします。
○エフェクトライト演出
ソラカラちゃんやテッペンペン、スコブルブルなどのキャラクターが、ソラマチ
ひろばの床面に投影される光の演出です。
○クリスマスリース（１１月１日（金）～１２月２５日（水））
ハナミ坂に、直径約３．２メートルのクリスマスリースが出現します。
○クリスマスツリー（１１月１日（金）～１２月２５日（水））
スカイアリーナに、約６メートルのきらびやかなクリスマスツリーが登場。
クリスマスツリーと東京スカイツリーを眺めることが出来ます。

ソラミ坂の光階段

２０１２年のクリスマスリース
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ワイヤーフレーム イメージ
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２. 東京スカイツリータウン®プロジェクションマッピング
１２月１日（日）から、東京スカイツリータウンの壁面に、リズミカルな音楽に合わせて映像を投影
する「東京スカイツリータウン®プロジェクションマッピング」をスカイアリーナにて初開催します。
クリスマスプレゼントやキャンドルなどの映像とともに、東京スカイツリーを中心に、街並みから
宇宙へ、過去から未来へと続く風景がオリジナル音楽に合わせて展開していきます。フィナーレは映像
のカウントダウンと共に東京スカイツリーの限定ライティングが点灯するタワーのある街ならではの
クリスマスプログラムです。
期

間

２０１３年１２月１日（日）～１２月２５日（水）
※荒天時は中止します。
※１１月３０日（土）１８：００よりプレスプレビューを予定しています。

時

間

１７：５０、１８：２０、１８：５０、１９：２０、１９：５０
（各回約７分上映）

場

所

東京スカイツリータウン イーストヤード６、７階

内

容

第一幕 「ストンプ」

壁面部

クリスマスのプレゼントボックスのリボンがほどけると、リズミカルな音楽に
合わせてダイナミックな建物の変形アクションがはじまります。
第二幕 「アクション」
上から垂れ下がる巻物で街並みが登場。街中をトナカイが駆け抜けると、風景は
東京スカイツリーへ、さらに宇宙へと変化していきます。
第三幕 「レトロゲーム」
懐かしいゲームの画面に変わり、ソラカラちゃんがゲームの中で大活躍。
お子さまも楽しめる愉快なシーンを展開します。
第四幕 「ダンス」
ダンスショーが繰り広げられた後、カラフルなキャンドルが出現。最後は東京
スカイツリーの点灯に向けて、全てのキャンドルの消灯と共にカウントダウンが
始まります。

プロジェクションマッピング 冒頭イメージ

プロジェクションマッピング フィナーレイメージ
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３．イベント情報
■東京スカイツリータウン®
（１）ソラマチ クリスマスマーケット ２０１３
本場ドイツさながらのクリスマスマーケットを開催
します。スカイアリーナにヒュッテ（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、ホットワイン、ソーセージなどをお楽しみ
頂けます。
「ソラマチ

期

間

２０１３年１１月１日（金）～１２月２５日（水）

時

間

１１：００～２２：００

場

所

東京スカイツリータウン ４階 スカイアリーナ

クリスマスマーケット

２０１２」の様子

（２）J:COM × Universal Music presents TOKYO SKYTREE TOWN® Christmas Countdown Live
１２月１日（日）から２５日間連続で、J:COM とユニバーサルミュージックが贈る、女性アーティス
トによるクリスマスライブをスカイアリーナで開催。BENI、平原綾香、Sumire、Juliet などの人気アー
ティストや J:COM Wonder Studio でファンミーティングを開催してきた次世代を担う若手アーティスト
が、毎日、出演します。ライブ中に、観客が振るライトの光と東京スカイツリーの点灯と連動したカウ
ントダウンを実施。東京スカイツリーのライティング点灯を、女性アーティストの歌声が盛り上げます。
期

間

２０１３年１２月１日（日）～１２月２５日（水）

時

間

１６：４５～１７：３０

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

アーティスト

BENI、平原綾香、Sumire、Juliet など
※詳細スケジュールは、J:COM オフィシャル WEB サイト内特設ページをご確認ください。
（http://www.myjcom.jp/wonderstudio/xmas.html）

▲平原綾香

▲BENI

▲Sumire

▲Juliet
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■東京スカイツリー®
（１）ソラカラちゃんの HAPPY クリスマス
クリスマス限定コスチュームのソラカラちゃん、スコブルブル、
テッペンペンが、バンドによるクリスマスソングの生演奏に合わせて
繰り広げる参加型ダンスです。どなたでも気軽に参加できる簡単な振り付
けで、クリスマスらしい楽しいひとときをお楽しみいただけます。
期

間

２０１３年１２月１日（日）、７日（土）
、８日（日）、
１４日（土）
、１５日（日）、２１日（土）
、２２日（日）
、

クリスマスコスチュームの
東京スカイツリー
公式キャラクター（３キャラ）

２３日（月・祝）
、２４日（火）
、２５日（水）
時

間

１０：１５／１２：１５／１５：１５（約１５分）

場

所

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

（２）ソラカラちゃんからのクリスマスプレゼント
バンドのしっとりとした生演奏の中、クリスマスコスチュームの
ソラカラちゃんと触れ合える参加型ミニショーです。夜景をバックに、
昼間とは違ったロマンチックな雰囲気の中、大切な人と過ごすクリスマス
をさらに盛り上げます。
期

間

２０１３年１２月１日（日）、７日（土）
、８日（日）、
１４日（土）
、１５日（日）、２１日（土）
、２２日（日）
、
２３日（月・祝）
、２４日（火）
、２５日（水）

時

間

１７：１５／１９：１５（約１０分）

場

所

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

クリスマスコスチュームの
ソラカラちゃん

（３）ソラカラちゃんのクリスマスグリーティング
クリスマスコスチュームのソラカラちゃんが、お客さまに触れ合う
プログラムです。
１１月２０日（水）からの天望回廊でのグリーティングでは、参加された
方にクリスマス限定ピンバッジをプレゼントします。
期

間

２０１３年１１月２日（土）、３日（日・祝）、
４日（月・祝）
、６日（水）、９日（土）、１０日（日）、
１３日（水）
、１６日（土）、１７日（日）
、２０日（水）
、
２３日（土・祝）
、２４日（日）
、２７日（水）
、

クリスマス限定ピンバッジ

１２月４日（水）
、５日（木）、１１日（水）、

©TOKYO-SKYTREE

１２日（木）
、１８日（水）、１９日（木）
時間／場所

１２：３０／１４：００／１５：３０…THE SKYTREE SHOP（東京スカイツリー１階）
１７：３０／１８：３０／１９：３０…東京スカイツリー天望回廊

※１２月の週末を中心に、東京スカイツリー１階 THE SKYTREE SHOP にて、スコブルブル、テッペン
ペンのクリスマスグリーティングを実施します。
※日時や場所は変更となる場合があります。詳細は東京スカイツリー公式ホームページをご確認ください。
（http://www.tokyo-skytree.jp/）
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■すみだ水族館
すみだ水族館 ペンギンと音楽の夜
期間中毎日１７時に一度閉館し、１８時より定番の「Blue Night
Aquarium」をクリスマス限定仕様にして再オープンします。館内には
ＤＪブースが出現し、クリスマスの音楽が流れる他、毎日バイオリン
のスペシャルライブを実施。また、ペンギンたちが夜寝る前にどんな
行動をしているのかなど、ペンギンの生態をスタッフが解説します。
クリスマス期間限定の夜のコンテンツをお楽しみいただけます。
期

間

２０１３年１２月２１日（土）～１２月２５日（水）

時

間

１８：００～２１：００（最終入場２０：００）
※期間中、すみだ水族館の通常営業は、９：００～１７：００まで
となります。

場

所

すみだ水族館

料

金

大人２，０００円、高校生１,５００円
中・小学生１,０００円、幼児（３歳以上）６００円
※年間パスポート会員の方もご入場いただけます。
※詳細については、すみだ水族館オフィシャルＷＥＢサイトをご確認ください。
（http://www.sumida-aquarium.com/）

■東京ソラマチ®
ジャッキーのスイートクリスマス
大人気絵本シリーズ「くまのがっこう」（絵・あだち なみ／文・
あ い は ら ひ ろ ゆ き ） のク リ ス マ ス イ ベ ン ト です 。 オ リ ジ ナル
ジャッキーが作れるワークショップコーナーや、絵本の世界に
入り込んだようなジオラマコーナーなど、友人や恋人、家族、
大切な人と楽しめるイベントです。会場にはジャッキーサンタも遊
びに来てくれます。
期

間

２０１３年１２月６日（金）～１２月２５日（水）

時

間

１０：３０～１９：００

場

所

東京ソラマチ ５階 スペース６３４

料

金

入場無料

※画像はイメージです

※別途ワークショップ毎に料金がかかります。
詳細は「くまのがっこう」公式ホームページ（http://bears-school.com/）を
ご確認ください。
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