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ＪＲ東海＆東京スカイツリーⓇ５周年記念タイアップ企画 

「トーキョーブックマーク」 東京スカイツリー夜景満喫キャンペーンの展開について 
 

この冬、ＪＲ東海は、開業５周年を迎えた東京スカイツリーを運営する東武タワースカイ

ツリー株式会社とのタイアップキャンペーンを展開します。夜景の映える冬に、一層魅力が

増す東京スカイツリーを満喫できる「トーキョーブックマーク」限定の特別プランをご用意

しました。この冬は、東京スカイツリーの夜景を「トーキョーブックマーク」でお楽しみく

ださい！ 

１．東京スカイツリー夜景満喫プランの発売について・・・別紙１ 

 混雑時も優先的に入場できるチケットのほか、５周年にちなみ 

５つの特別体験から１つを選べる引換券などが付いた特別プラン 

となっております。 

■東京スカイツリー天望デッキ（350ｍ）期間指定入場券 
 ・混雑時も並ばずに入場できるトーキョーブックマーク 

限定のオリジナルデザインの特別チケットです。 

 ・東京スカイツリータウンⓇの一部店舗で提示いただくと、 

  限定の特典が受けられる入場券となっています。 

 

■東京スカイツリー特別体験引換券 
 ・天望回廊（450ｍ）への入場やディスコナイトイベントで  

のドリンク・クロークサービスなど、東京スカイツリーの夜景 

やイベントを満喫できる５つの体験からお好きな一つと引換え 

られるチケットです。 
 
■東京スカイツリー周辺観光ガイドＢＯＯＫ 

 ・東京スカイツリー周辺の飲食店15店舗でトーキョーブックマーク 

限定の特典に引き換えられるクーポン付のガイドブックです。 

 

２．TOKYO NIGHT SKYTREEⓇ 投稿キャンペーン・・・別紙２ 

東京スカイツリーをテーマにした夜景を「Instagram 

（インスタグラム）」に投稿して頂いた方の中から抽選で55名様  

に東京スカイツリーオリジナルグッズをプレゼントします。 

・応募期間：平成29年11月８日（水）～平成30年２月28日（水） 

 

東京スカイツリーのライティング 

期間指定入場券 

天望デッキからの夜景 

【一般の方のお問合せ先】    

東京スカイツリーコールセンター 

TEL ０５７０－５５－０６３４ 

 

※本掲載画像はすべてイメージです。 
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１．東京スカイツリーⓇ夜景満喫プランの発売について 

 

12 月～３月の期間は空気が澄んでおり、天候が良い日は宝石を散りばめたような夜景を

望むことが出来ます。この冬、東京スカイツリーではより一層夜景を満喫いただけるよう、

イベントやおもてなしを充実させました。ぜひ、「トーキョーブックマーク」の「東京スカ

イツリー夜景満喫プラン」で特別な東京体験をお楽しみください。 

 

■特典内容 

（１）東京スカイツリー天望デッキ（350ｍ）期間指定入場券 
 ・旅行期間中であれば、混雑時も並ばずにスムーズな入場が可能な特別チケットです。 

 ・トーキョーブックマーク限定のオリジナルデザインチケットです。 

 ・東京スカイツリータウンⓇの以下３店舗で提示いただくと、記載の限定特典が受けられ

る入場券です。 

－スカイツリーカフェ：スカイツリーソフトをご注文の方はトッピング１品無料 

－みちくさ餅：オリジナルノベルティプレゼント、会計10％オフ 

－そらまち亭：オリジナルノベルティプレゼント 

 

 

（２）東京スカイツリー特別体験引換券 
 ・冬の夜景やイベントを満喫できる、東京スカイツリーでの特別体験と引き換えられる 

チケットです。以下の５つの体験の中からお好きな一つを選べます。 

 

 

 

別紙１－１ 

※画像はすべてイメージです 



（３）東京スカイツリーⓇ周辺観光ガイドＢＯＯＫ 

 ・東京スカイツリー周辺を「吾妻橋・押上エリア」、「両国エリア」、 

「錦糸町エリア」に分け、各エリアの飲食店やホテルなど計15施設 

でトーキョーブックマーク限定の特典が受けられるクーポン付の 

ガイドブックです。 

 【特典例】 

  ・浅草ビューホテル：「GRILL DINING薪火」にてTボーンステーキ 

   を半額で提供 

  ・そば処寿々喜屋：お会計10％オフ 

  ・お好み焼き玉金錦糸町２号店：10円でソフトクリームを提供 

  ※詳しくは、ガイドブックをご参照ください。 

 

■設定期間 

平成 29年 12月１日(金）出発～平成 30年３月 31日(土）帰着分 

■発売開始日 

 平成 29年 11月８日(水）14時以降順次 

■設定泊数 

 日帰り・１泊・２泊 

■旅行代金 大人おひとり様（ジェイアール東海ツアーズの例） 

【宿泊プラン（１泊）】 

名古屋駅発着：２２，２００円～３３，８００円 

新大阪駅発着：２６，６００円～３８，６００円 

※往復新幹線普通車指定席利用（列車限定） 

ホテルモントレ半蔵門 禁煙ツイン（２～４名様１室利用、食事なし）の場合 

■発売旅行会社 

 

 

※詳しくは各社ホームページまたは店頭にてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※画像はすべてイメージです 

観光ガイド BOOK（イメージ） 

パンフレット（イメージ） 

東京スカイツリーの夜景 
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【参考】東京スカイツリーⓇ 冬のイベント情報  

 

 

１．『リサとガスパールと過ごすフランスのクリスマス in TOKYO SKYTREE®』 

平成 29 年 11 月９日（木）～12 月 25 日（月）の期間、東京スカイツリーとフランス生まれの大人気絵本「リサ

とガスパール」がコラボレーションしたイベント「リサとガスパールと過ごすフランスのクリスマス ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＳＫＹＴ

ＲＥＥ」を開催します。本イベントでは、「東京スカイツリーの最も高い展望台をリサとガスパールがデコレーションする、初

めての東京のクリスマス」というオリジナルストーリーのもと、地上 450 メートルの天望回廊を中心に、リサとガスパールが暮

らすフランスのクリスマスを演出します。 

（１）期間 平成 29 年 11 月９日（木）～12 月 25 日（月） 

（２）場所 東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊 

（３）内容  

①天望デッキ、天望回廊での「リサとガスパール」コラボレーション展示演出 

②天望回廊における特設ショップでのオリジナルグッズ販売 

③天望回廊「リサとガスパール」グリーティング 

④天望デッキ フロア 340「SKYTREE CAFE」でのコラボレーションカフェメニュー提供 

⑤来場者オリジナルステッカーをプレゼント 

※詳しくは東京スカイツリー公式ホームページをご参照ください。 

 URL：http://www.tokyo-skytree.jp/event/special/lisagas-christmas2017/ 
    ©2017 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre ©TOKYO-SKYTREE 

 

 

２．『MACROSS 35th Anniversary マクロス BLUE MOON SHOW CASE IN TOKYO SKYTREE®』 

平成 30 年１月９日（火）～２月 28 日（水）の期間、大人気アニメシリーズ「マクロスシリーズ」とのコラボレーショ

ンイベント「MACROSS 35th Anniversary マクロス BLUE MOON SHOW CASE IN TOKYO SKYTREE®」を

開催します。本イベントでは、東京スカイツリーの地上 450ｍにある東京スカイツリー天望回廊には「マクロスシリーズ」各

作品のキャラクターなどが登場する館内装飾をはじめ、東京スカイツリー天望デッキでは SKYTREE ROUND 

THEATER®にマクロスシリーズテレビ放送３５周年を記念したスペシャルコンテンツの上映を行います。 

（１）期間 平成 30 年 1 月 9 日（火）～2 月 28 日（水） 

（２）場所 東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊 

（３）内容 

①天望回廊での「マクロスシリーズ」作品の館内装飾  

②SKYTREE ROUND THEATER®でのマクロスシリーズテレビ放送 

35 周年を記念したスペシャルコンテンツ上映  

③特設ショップでのオリジナルグッズ販売  

④天望デッキ フロア 340「SKYTREE CAFE」でのコラボレーションカフェメニュー提供 

※詳しくは東京スカイツリー公式ホームページをご参照ください。 

 URL：http://www.tokyo-skytree.jp/event/special/macross2017/ 

 

 

 

別紙１－２ 

©'84,'94,'15 BW ©'07 BW／MFP・MBS ©TOKYO-SKYTREE 

http://www.tokyo-skytree.jp/event/special/lisagas-christmas2017/
http://www.tokyo-skytree.jp/event/special/macross2017/


3. 『東京スカイツリー®のお正月』 

平成 29 年 12 月 26 日（火）～平成 30 年１月８日（月・祝）の期間、“日本”をテーマに様々なイベントを開

催します。期間中は、年越し特別ライティングの今回初となる終夜点灯や、公式キャラクターのソラカラちゃんと触れ合うこ

とができるお正月グリーティングの実施、三が日限定で地元墨田区にある木瀬部屋の力士を展望台にお招きし、一緒に

力比べをして写真撮影ができるイベントの開催と、天望回廊へご入場のお客さまのうち各日先着 2,018 名様へ絵馬ス

トラップのプレゼントを実施します。 

（１）期間 平成 29 年 12 月 26 日（火）～平成 30 年１月８日（月・祝）  

（２）場所 東京スカイツリー各所 

（３）内容  

①お正月三が日限定 お相撲さんと力比べ 

期間 平成 30 年１月１日（月・祝）～１月３日（水） 

時間 １月１日（月・祝） 

８：００／１０：００／１５：００ 

１月２日（火）、１月３日（水） 

８：００／１０：００／１２：００／ 

１４：００／１６：００ ※各回約 15 分間 

場所 東京スカイツリー天望デッキ フロア 350 

②年越し特別ライティングの終夜点灯 

点灯時間 平成 29 年 12 月 31 日（日）２３：５０～ 

平成 30 年１月１日（月・祝）  ６：００ 

※内容や日時・場所を予告なく変更する場合があります。 

③2018 お正月限定 絵馬ストラッププレゼント 

東京スカイツリー天望回廊へご入場のお客さまへ 

各日先着 2,018 名様にプレゼントします。 

期間 平成 30 年１月１日（月・祝）～１月３日（水） 

④ソラカラちゃんのお正月グリーティング 

期間 平成 30 年１月１日（月・祝）～１月８日（月・祝） 

時間 ９：００／１０：３０／１３：３０／１５：００／１６：３０ 

場所 東京スカイツリー天望デッキ フロア 350 

 

 

4．『SUPER SKYTREE® DISCO』 

平成 30 年１月 12 日（金）～２月 23 日（金）の期間中、毎週金曜日と 2 月 14 日（水）のバレンタインデ

ーに、映像演出とともに 80 年代、90 年代を中心としたダンスミュージックが流れる大人の空間「SUPER SKYTREE® 

DISCO(スーパースカイツリーディスコ)」を昨冬に引き続き開催します。 

（１）期間 平成 30 年１月 12 日（金）～２月 23 日（金）  

の期間中、毎週金曜日と２月 14 日（水）の 

19：00～22：00 に開催 

（２）場所 東京スカイツリー 天望デッキ 

（３）内容 天望デッキにてディスコイベント実施 

※詳しくは決まり次第、東京スカイツリー公式ホームページ等でお知らせします。      

△２０１８お正月限定絵馬ストラップ 

△日本国旗をイメージした 

△ソラカラちゃんのお正月グリーティング 

©TOKYO-SKYTREE 

年越し特別ライティング 

（イメージ） 

（過去の様子） 

△お相撲さんと力比べ（過去の様子） 

△ディスコイベント（過去の様子） 



２．TOKYO NIGHT SKYTREEⓇ投稿キャンペーン 

東京スカイツリーⓇをテーマにしたフォトジェニックな夜景写真に、指定のハッシュタ

グをつけて Instagram（インスタグラム）に投稿すると、抽選で東京スカイツリーオリジ

ナルグッズが当たる「TOKYO NIGHT SKYTREE投稿キャンペーン」を実施します。 

 

【実施期間（応募期間）】 

  平成 29年 11月８日(水）15時～平成 30年２月 28日(水）24時 

 

【応募方法】 

 
 ※応募方法や応募条件の詳細はＷＥＢサイトをご参照ください。 

  （ＵＲＬ：https://shinkansen.travel/tokyobookmark/theme/tokyonight/index） 

 

【プレゼント内容】  

応募者の中から抽選で 55名様に東京スカイツリーのオリジナルグッズをプレゼント！ 

Ａ賞：バブルスカイツリーライト（５名様） 

Ｂ賞：スカイツリー加湿器（25名様） 

Ｃ賞：スカイツリー折り畳み傘（25名様） 

 

 

 

 

 

 

キャンペーンＷＥＢサイト（イメージ） 
※画像はすべてイメージです 

別紙２ 

A賞：バブルスカイツリーライト 

B賞：スカイツリー加湿器 C賞：スカイツリー折り畳み傘 

 ©TOKYO-SKYTREE  

https://shinkansen.travel/tokyobookmark/theme/tokyonight/index

