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２０１７年７月２７日 

  
  

      日本有数の名月鑑賞地でトークショー、Jazzライブ、夜空ヨガなどを実施 

東京スカイツリータウン®のお月見イベント 
～開業５周年を迎え、シタマチ・ワンダーランド計画を推進中～ 

 

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 ９月１日（金）～１０月４日（水）の期
間、お子さまから大人まで楽しんでいただける「お月見」をテーマにした様々なイベントを開催します。 

 今年２月、一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューローより、東京スカイツリー®から望む           
月が、特に後世に残したい名月として「日本百名月」に認定されました。そこで、日本有数の名月              
鑑賞地である東京スカイツリーを持つ東京スカイツリータウンでは、満月、上弦の月、中秋の名月の       
３日間、天体望遠鏡などを製造している総合光学機器メーカー「ビクセン」の協力のもと、名月             
鑑賞会を実施します。また、これに合わせて東京スカイツリーでは、月や天体などの魅力に関する          
トークショーを開催します。 

東京スカイツリーでは、地上３５０メートルの天望デッキにて、名月と共に楽しめる Jazz ライブを
開催、また地上４５０メートルの天望回廊には、名月をイメージした館内装飾を実施します。さらに          
天望デッキの窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER®」でも月をテーマにした           
プログラムを上映します。          

東京ソラマチ®では、お月見をしながらヨガを楽しめるイベントや、レストランフロアを中心に           
秋の味覚やお月見メニューを楽しめる「お月見バル」を開催します。 

その他、東京スカイツリーの展望台のカフェや東京ソラマチの店舗にて、お月見カクテルやお月見    
団子、うさぎ饅頭などの期間限定メニュー・スイーツを販売します。 

詳細は、別紙のとおりです。 
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～シタマチ・ワンダーランド計画～ 

世界一のタワーのあるこの街は、粋な楽しさ、あったかい人情、ものづくりの伝統が息づいて

いる街。私たちはそのすべてを、新しいシタマチの楽しさに変えて届けたい。訪れるすべての

 



＜別 紙＞  
 

 

名月鑑賞会 

■東京スカイツリー® 

 月が「満月」となる９月６日（水）をはじめ、「上弦の月」

の９月２８日（木）、「中秋の名月」の１０月４日（水）の               

３日間、地上３５０メートルの天望デッキにて、総合光学      

機器メーカー「ビクセン」の協力のもと、日本百名月に認定            

された東京スカイツリーから見える名月の鑑賞会を              

実施します。「ビクセン」の天体望遠鏡を使い、世界一高い     

タワーから見る名月をお楽しみいただけます。 

日 時  ９月６日（水）１９：３０～２１：００ 

      ９月２８日（木）１９：００～２１：００ 

      １０月４日（水）１８：３０～２０：３０ 

       ※気象条件や時間により月を観賞できない場合がございます。 

        ※参加無料（展望台への入場料はかかります） 

場  所   東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

協 力  株式会社ビクセン 

＜篠原ともえトークショー＞ 

 満月にあたる９月６日（水）に星空が好きな女性たち“宙
そら

ガール”の代表的存在であり、星空

準案内人®の資格を持つタレントの篠原ともえ氏をお招きし、星のソムリエ®（星空案内人®）でもあ

る総合光学機器メーカー「ビクセン」広報の藤田彩香氏とともに、“宙ガール”のお二人が９月の月や

星空のトピックなど星空観望の魅力を伝えるトークショーを実施します。 

日  時  ９月６日（水）１９：００～１９：３０（予定） 

場  所   東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

        ※観覧無料（展望台への入場料はかかります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京スカイツリータウン®のお月見 

【篠原ともえ氏プロフィール】 

１９９５年歌手デビュー。個性的なキャラクターとカラフルな     

「シノラー」ファッションを生み出し、９０年代ティーンの         

アイコン的存在に。タレント、女優、ナレーター、シンガー・

ソングライター、衣装デザイナーなど多彩な才能を開花させる。

天文部時代の星の知識を生かし、「天文宇宙検定」３級・星空       

博士や星空準案内人（準ソムリエ）に合格。「宙（そら）ガール」

として天文ラジオ番組のパーソナリティーやプラネタリウム番

組ナレーションを務め、プラネタリウムでのコンサート＆星座

解説も定期的に開催。２０１４年には書籍『星の教科書』           

（講談社）を発表。 
イラストレーションやデザインも得意とし、松任谷由美の        
コンサート衣装、藤あや子のＣＤジャケット衣装製作も手がけ
る。書籍『ザ・ワンピース』『ワンピース２』（ともに文化出版
局）、ＣＤ『ALL TIME BEST』発売中。 

▲東京スカイツリー天望デッキから望む月と夜景 
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■東京ソラマチ® 

東京ソラマチは、月が「満月」となる９月６日（水）をはじめ、

「上弦の月」の９月２８日（木）、「中秋の名月」の１０月４日（水）

の３日間、総合光学機器メーカー「ビクセン」の協力のもと、         

天体望遠鏡を使用した名月鑑賞会を実施します。 

日 時  ９月６日（水）１９：３０～２１：００ 

      ９月２８日（木）１９：００～２１：００ 

      １０月４日（水）１８：３０～２０：３０ 

            ※気象条件や時間により月を観賞できない場合がございます。 

場  所   東京スカイツリータウン®１階 ソラマチひろば 

料 金  無料 

協 力  株式会社ビクセン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．Ｊａｚｚライブ「Ｊａｚｚ ｉｎ ｔｈｅ Ｍｏｏｎ Ｎｉｇｈｔ」 

地上３５０メートルの天望デッキで、日本を代表する                         

サクソフォーン奏者の MALTA 氏率いる Jazz ユニット「MALTA 

Planet Band」による Jazzライブ を９月１日（金）、１５日（金）、

２２日（金）、２９日（金）の合計４日間実施します。月に                

まつわる Jazz の名曲などを聴きながら、名月や夜景をバックに

展望台での秋の夜長をお楽しみいただけます。 

 

期  間  ９月１日（金）、１５日（金）、２２日（金）、２９日（金） 

時  間  １９：００～２０：００ 

場  所   東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０  ※鑑賞無料（展望台への入場料はかかります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京スカイツリー®のお月見 「ＴＯＫＹＯ ＳＫＹＴＲＥＥ® ＭＯＯＮ ＬＩＧＨＴ ＮＩＧＨＴ」 

 

▲「TOKYO SKYTREE® MOON LIGHT NIGHT」 
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株式会社ビクセン 

１９４９年に創業の天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡などを製造する総合光学機器
メーカー。 
「多くの方が星空を楽しみたくなる」時代や文化を作り出すことを目指し、 
「星を見せる会社」になるというビジョンを掲げ、興味の対象を深く               
掘り下げる機会を提供しています。 
２００９年、星空に興味がある、積極的に天文情報に触れたい女性たちの総称
として、「宙ガール」を提唱。星や宇宙に親しんでもらうため、“おしゃれ”           
“気軽さ”などをコンセプトとし、製品開発やイベント、プロモーションを        
展開しています。今後も、「宙ガール」を中心に新たなライフスタイルを           
提案しながら、感動を与える会社として活動してきます。 

 

 

 

 

 

【ＭＡＬＴＡ氏 プロフィール】 

１９４９年鳥取県倉吉市出身。１９７３年東京藝術大学音楽学部器楽科卒業。 

１９８３年デビューアルバム「MALTA」を発表。１９８７年にはアルバム

「SPARKLING」で第1回日本ゴールド・ディスク大賞に輝く。１９８８年発売の       

「HIGH PRESSURE」は、全米でもリリースされ大ヒットとなる。２００８年大阪

芸術大学教授に着任。２０１１年「MALTA JAZZ BIG BAND」を結成。「MALTA Hit 

& Run」、「MALTA ＆ イレブンオーケストラ」、「MALTA 七人のサムライ                      

ジャズ」など編成の異なるバンドでも全国各地でコンサートを精力的に行って   

おり、東京藝大客員教授として後進プロデュースしている。 

 

▲ビクセン鑑賞イベント（過去の様子） 



２．展望台のお月見装飾・演出 

■東京スカイツリー天望回廊 

～４５１．２ｍから望む、美しい空と月～ 「空」と「月」が織りなす立体絵巻 Produced by 丸々もとお 

地上４５０メートルの天望回廊では、一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューローの              

代表理事で夜景評論家の丸々もとお氏監修のもと、絵巻物をテーマとした館内装飾を実施します。                            

東京スカイツリー ®から見る特別な月夜の景色とともに、秋の宵から夜へと変化する風情を                       

体感いただけます。地上４４５メートルの天望回廊ウェルカムエリアから地上４５０メートル              

までの回廊内に、日本古来の色彩を使用した光の演出によって、絵巻物をひろげるように「竹取物語」

をイメージした装飾が館内を彩ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天望回廊の折り返し地点には、静岡県富士市の観光イベント「富士 竹かぐや」の協力のもと、               

実際の竹を使用した手作りの竹灯籠「竹かぐや」の装飾、地上４５１．２メートルの最高到達点               

「ソラカラポイント」では、東京スカイツリーのシルエットが映し出された満月と川床のお月見台を     

イメージした装飾で世界一高いタワーでのお月見を演出します。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 間  ２０１７年９月１日（金）～１０月４日（水） 

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 フロア４４５ ウェルカムエリア（イメージ） 

▲東京スカイツリー天望回廊 フロア４５０ 折り返し地点（イメージ） ▲ソラカラポイント（イメージ） 

【丸々もとお氏 プロフィール】 

夜景評論家／夜景プロデューサー／イルミネーションプロデューサー         

（一社）夜景観光コンベンション・ビューロー代表理事 

１９６５年生まれ。立教大学社会学部観光学科卒。日本でも唯一無比の夜景
評論家として本格的活動を始める。「夜景」の美しさを景観学、色彩心理学
などをベースに評論する等、夜景の本質を浮き彫りにする独自の「夜景学」
の構築に取り組んでいる。また「日本百名月」の認定に力を注いでいる。
http://www.yakei-cvb.or.jp 
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■東京スカイツリー天望デッキ  

天望デッキ フロア３５０の窓ガラス、横幅約１１０メートル、高さ２メートルを巨大スクリーンに

仕立て、夜景を背景に迫力ある映像と臨場感溢れる音響の演出空間「SKYTREE ROUND THEATER®」にて、

月をテーマにしたプログラム「奇跡の月 Produced by 丸々もとお」を上映します。様々に移り変わる

表情豊かな月や自然現象を美しい映像と音楽で紹介するプログラムをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 間  ２０１７年９月１日（金）～１０月４日（水） 

時 間  １９：００／１９：４５／２０：３０（各回約３分） 

場 所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

※ジャズライブおよびその他イベント実施日（９月１日、６日、１５日、２２日、２９日）の上映はありません。 

※１０月のスケジュールは東京スカイツリー公式ホームページ（http://www.tokyo-skytree.jp/）にてご確認ください。  

※イベントや展望台の営業状況により上映しない場合があります。 

 

 

 

１． 夜空ヨガ 

  お月見をしながらヨガを楽しめるイベントを、９月２８日（木）        

から１０月４日（水）に開催します。ヨガインストラクターの                

指導のもと星空を眺めながら、初心者から経験者まで楽しめる          

イベントです。 

 

期  間  ９月２８日（木）～１０月４日（水） 

時  間  １９：３０～２０：３０ （受付１９：００～） 

           ※９月３０日（土）、１０月１日（日）は９：００～１０：００ 

（受付８：３０～）の「Sola
ソ ラ

-YOGA
ヨ ガ

」も開催します。 

場  所   東京スカイツリータウン®８階 ドームガーデン 

参加方法  当日会場にお越しいただければ無料で参加できます。 

※各回定員先着８０名様です。 

※ヨガマットなどの敷物は各自でご用意をお願いします。 

※東京ソラマチ１階１２番地のエレベーターをご利用ください。 

※気象条件や時間により月を観賞できない場合があります。また、雨天の場合は中止となることがあります。 

 

東京ソラマチ®のお月見 

▲SKYTREE ROUND THEATER®「奇跡の月 Produced by 丸々もとお」（昨年の様子） 
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▲夜空ヨガ（イメージ） 



 

２．東京ソラマチ®お月見バル 

東京ソラマチでは、レストランフロアを中心に、秋の味覚や   

お月見メニューが堪能できる「東京ソラマチ®お月見バル」を     

開催します。３枚つづりのチケットを参加店舗に持参いただくと     

１枚で「１ドリンク＋１フード」をお楽しみいただけます。また、

一部店舗では秋の星空を想わせるスパークリングワイン         

「ロジャーグラートのカヴァ（※）」を提供予定です。 

 

 

※ ロジャーグラートは、1882年創業の歴史あるワイナリー。135年にわたり、長期熟成による高品質なカヴァのみを造り続けています。 

カヴァは、シャンパンと同じ瓶内二次発酵方式で造られる、本格的な味わいのスペイン産スパークリングワインです。 

 

期  間  ９月２８日（木）～１０月４日（水） 

時  間  平日 １７：００～、土日 １６：００～ 

      ※終了は各店舗の営業終了時間まで  

場  所   東京ソラマチ レストランフロアの対象店舗  

料 金  前売り券３，０００円、当日券３，５００円（税込） 

 

 

３．Ｍｏｏｎ Ｌｉｇｈｔ Ｗｉｎｅ Ｂａｒ Ｐｒｏｄｕｃｅｄ ｂｙ Ｒｉｇｏｌｅｔｔｏ 

東京ソラマチ２階の『RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINE』 

が、東京スカイツリータウン ®１階 ソラマチひろばにて  

『Moon Light Wine Bar Produced by Rigoletto』を実施          

します。東京スカイツリー®を見上げながら「月」をモチーフに

した自慢のタパスやワインが味わえます。また「お月見バル」

開催期間は、会場の一つになります。 

 

期  間  ９月１日（金）～１０月４日（水） 

時  間  平日  １６：００～２１：００ 

      土日祝 １１：００～２１：００ 

場  所   東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろば 

料 金  グラスワイン３００円～、タパス５００円～ 

※荒天の場合、営業時間変更、中止になる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲お月見バル（キービジュアル） 

▲Moon Light Wine Bar  

Produced by Rigoletto（イメージ） 
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「名月カクテル 雅・幟・粋」￥７５０ 

販売場所：ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ（フロア３５０） 
販売期間：９月１日（金）～１０月４日（水） 
東京スカイツリーのライティングである淡いブルーの
「粋」、江戸紫の「雅」、新ライティングである橘色の「幟」
をイメージした名月カクテル。 

「天空のお月見プレート」￥８５０ 

販売場所：ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ（フロア３４０） 

販売期間：９月１日（金）～１０月４日（水） 

東京スカイツリーからのお月見をイメージした        
スイーツプレート。雲に見立てたわたがしとお月見   
団子に小豆や抹茶わらび餅、ホイップクリームを         
添えました。日本茶がセットです。 

 

 

 

１．ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ 

東京スカイツリー天望デッキにある「ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ」では、９月１日（金）から                     

１０月４日（水）のお月見イベント期間限定でお月見メニューを販売します。フロア３４０では              

東京スカイツリーからのお月見をイメージした「天空のお月見プレート」を、フロア３５０では                

東京スカイツリーのライティング「粋」「雅」「幟
のぼり

」をイメージした名月カクテルを販売します。                

展望台で見る名月とともにお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．東京スカイツリーオフィシャルショップ ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ 

 

 

 

 

 

 

 
３．東京ソラマチ®お月見スイーツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※価格は全て８％の税込です。 

※画像はイメージです。内容など変更になる可能性がございます。 

以 上 

「月見うさぎ饅頭」（２種類）各￥３００ 

販売場所：みちくさ餅 

（東京ソラマチ イーストヤード１階） 

販売期間：９月１日（金）～９月３０日（土） 

２種類のうさぎの形をしたお月見饅頭。黄色の        
うさぎの中は白餡、白いうさぎの中はこしあんが      
入っています。 

 

「月見団子」￥６４８ 

販売場所：浅草梅園 
（東京ソラマチ イーストヤード１階） 

販売期間：１０月４日（水）  中秋の名月限定販売 

もっちりとした団子の中にこしあんがたっぷり       
入ったお月見団子。お月見シーズンにぴったりな     
スイーツです。 

東京スカイツリータウン®のお月見メニュー・スイーツ 

「銀座松﨑煎餅 季節の三味胴（名月）」￥９５０ 

販売場所：ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ 
（１階、５階、フロア３４５） 

販売期間：８月３１日（木）～１０月４日（水） 

文化元年創業の老舗銀座松﨑の代表的な商品である        
瓦せんべい「三味胴」に、日本の四季を描いた季節限定      
商品です。月のうさぎを描いた可愛らしい名月柄。             
個包装２柄各２枚 計４枚入り 

※限定商品のため、無くなり次第終了となります。 


