
【―般の方のお問い合わせ】

東京スカイツリーコールセンター TEL ０５７０－５５－０６３４（１１：００～１９：００）

東武タワースカイツリー株式会社
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２０２０年１２月２日

映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』公開記念！

「EVANGELION トウキョウスカイツリー®計画」

イベント詳細が決定
２０２０年１２月２３日（水）～２０２１年３月３１日（水）開催

東京スカイツリー®を運営する東武タワースカイツリー（本社：東京都墨田区）は、２０２０年１２月２３日

（水）～２０２１年３月３１日（水）の期間、２０２１年１月２３日（土）公開の映画『シン・エヴァン

ゲリオン劇場版』の公開にあわせて、エヴァンゲリオンとのコラボレーションイベント「EVANGELION

トウキョウスカイツリー®計画」を開催します。

地上４５０メートルの天望回廊では巨大な初号機が出現、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズに

登場するキャラクターやエヴァンゲリオンの展示演出、フォトスポットを設置し、「エヴァンゲリオン」の

世界観をお楽しみいただけます。

さらに、本イベント限定のオリジナルグッズやカフェメニューの販売、劇中に登場するキャラクターを

選んでツーショットの合成写真が撮れるフォトサービスのほか、地上３５０メートルの天望デッキの

窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER®」におけるオリジナル映像作品の上映、

劇場版シリーズに登場するエヴァンゲリオンをイメージした特別ライティングの点灯など、お客さまに

お楽しみいただける様々なコンテンツを展開します。

詳細は別紙のとおりです。

以 上



期 間 ２０２０年１２月２３日（水）～２０２１年３月３１日（水）

場 所 東京スカイツリー天望デッキ・天望回廊
※展望台への入場でご覧いただけます。

内 容 ① 天望回廊での展示演出

② 天望回廊 特設ショップでのオリジナルグッズ販売

③ 天望デッキ フロア３４０「SKYTREE CAFE」でのオリジナルカフェメニュー販売

④ 天望回廊でのオリジナルフォトサービス

⑤ 限定コスチュームを着たソラカラちゃんのお出迎え

⑥ 天望デッキフロア３５０「SKYTREE ROUND THEATER®」でのオリジナルコンテンツ上映

⑦ 特別ライティングの点灯
※内容は変更となる場合があります。

＜別 紙＞

２．天望回廊での展示演出 ／／／／／／／

1． 「EVANGELION トウキョウスカイツリーⓇ計画」 イベント概要 ／／／／／／

地上４５０メートルの天望回廊では「エヴァンゲリオン」の世界観を体感できる展示演出を実施します。

エヴァンゲリオンのエントリープラグ（操縦席）に見立てたエレベーターに乗り込んで到着した天望回廊

には巨大な初号機が出現し、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの名場面を振り返る展示や等身大の

キャラクター装飾と一緒に記念撮影できるフォトスポットを設置。お客さまに「エヴァンゲリオン」の

世界観をお楽しみいただけます。

■ 天望シャトル（エレベーター）

地上４５０メートルの天望回廊に向かう２基のエレ

ベーター内は、エヴァンゲリオン初号機のエントリー

プラグ（操縦席）をイメージした装飾が施され、到着までの

約３０秒間、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの

世界観や名場面と共に、エヴァンゲリオンと展望台からの

眺望が織りなす幻想的な世界へと皆さまをお連れします。

場 所 天望シャトル（エレベーター） △天望シャトル（エレベーター）（イメージ）

■ 初号機強襲

天望シャトルを降りると、そこにはなんと、頭を突き

出した巨大なエヴァンゲリオン初号機が出現！

迫力満点の初号機と一緒に、映画のキャラクターに

なりきって写真を撮ることができるフォトスポットです。

場 所 天望回廊 フロア４４５ ウェルカムエリア

△初号機強襲（イメージ）

※掲載内容は変更となる場合があります。
※画像はイメージです。
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■ エヴァアーカイブ

約１１０メートル続く回廊部の壁面には、『ヱヴァン

ゲリヲン新劇場版』シリーズに登場するキャラクターや

エヴァンゲリオンたちとともに、過去の名言を紹介します。

場 所 天望回廊 回廊部

△エヴァアーカイブ（イメージ）



■ ジオラマ展示

ソラカラポイントから天望シャトルまでのお帰りスロープには、エヴァンゲリオンの世界をジオラマで

再現した「海洋堂エヴァンゲリオンフィギュアワールド」から選りすぐりの作品を展示。名シーンが

フィギュアによって甦ります。

場 所 天望回廊 フロア４５０ お帰りスロープ

■ 序・破・Ｑ そして、シンへ

回廊部分の折り返しエリアでは２００７年公開の

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序 』から、２０２１年

１月２３日（土）公開の映画『シン・エヴァンゲリオン

劇場版』まで、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズ

全４作品を紹介します。

場 所 天望回廊 フロア４５０

折り返しエリア上りスロープ

△序・破・Ｑ そして、シンへ（イメージ）

■ コア化した大地

天望回廊 フロア４５０の折り返しエリアには、赤い

大地となった「第３新東京市」をイメージしたフォト

スポットを設置。実寸大の「アヤナミレイ（仮称）」と

一緒に撮影できます。

場 所 天望回廊 フロア４５０ 折り返しエリア

△コア化した大地 （イメージ）

※掲載内容は変更となる場合があります。
※画像はイメージです。
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■ コアを破壊せよ

地上４５１．２メートルの最高到達点 ソラカラポイント

には、コアにプログレッシブナイフが刺さったフォト

スポットが登場。

場 所 天望回廊 最高到達点 ソラカラポイント

△コアを破壊せよ（イメージ）

＜天望デッキ フロア３５０での装飾＞

NERV本部警報発令

本イベント期間中、特務機関NERVから発する使徒の

襲来警報を、天望デッキ フロア３５０の窓の一部に

装飾します。

△ NERV本部警報発令（イメージ）



天望回廊 フロア４５０の折り返し地点に、東京スカイツリー®でしか購入することができないコラボ

限定のオリジナルグッズを販売する特設ショップがオープンします。なお、１会計で３,０００円（税込）以上の

お買い上げで、オリジナルショッパーをプレゼントします。

場 所 天望回廊 フロア４５０ 特設ショップ

時 間 ９：００～２０：００
※時間を変更することがあります。

※２０２０年１２月２３日（水）は１０：００からの営業となります。

※２０２１年３月３１日（水）は１８：００までの営業となります。

※価格は全て税込です。※限定商品のため、無くなり次第終了します。
※予告なく購入数に制限を設ける場合があります。
※画像はイメージです。なお、掲載内容は変更となる場合があります。

３．オリジナルグッズの販売 ／／／／／／
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EVANGELION トウキョウスカイツリー®計画

プリントクッキー

￥８４２
キャラクターが描かれた全５種の絵柄の
プリントクッキーがランダムに１２枚入って
います。

EVANGELION トウキョウスカイツリー®計画

立体アクリルスタンド

各￥２，２００
エフェクトを立体的に表現したポップ
アップアクリルスタンド。全５種。
（サイズ：Ｗ７×Ｈ１２.５×Ｄ６㎝）

EVANGELION トウキョウスカイツリー ®計画 アクリル２枚パネル

各￥６，３８０
本イベントの描き下ろしアートを使った、アクリルを２枚重ねしたパネル。
２枚目がミラーとなっています。全５種。

（サイズ：Ｗ１３.５×Ｈ１３×Ｄ５㎝）

EVANGELION トウキョウスカイツリー®計画 クリアファイル

各￥４４０
本イベントの描き起こしキャラクターアートとスカイツリーを
デザインした東京スカイツリー限定のクリアファイル。全５種。

EVANGELION トウキョウスカイツリー®計画

刻印メダルキーホルダー

各￥９００
メダル裏面に刻印ができるので、あなた
だけのキーホルダーが作れます。全２種類。

EVANGELION トウキョウスカイツリー®計画

メタルキーホルダー

各￥１，３２０
キャラクターにちなんだ武器のチャームが
付いた重厚感のあるメタルキーホルダー。
全５種。

EVANGELION トウキョウスカイツリー®計画

ボールペン（R:E3 BIZ）

各￥１，８７０
消せる３色ボールペン。全５種。
インク色：赤/青/黒、ボール径０.５mm。

※一部商品は対象外となります。
※無くなり次第終了します。

オリジナルノベルティ

天望回廊の特設ショップで１会計で

３,０００円（税込）以上のお買い

上げで、オリジナルショッパーを

プレゼントします！



４．オリジナルカフェメニューの販売 ／／／／／／

※価格は全て税込です。※限定メニューのため、無くなり次第終了します。
※予告なく購入数に制限を設ける場合があります。
※画像はイメージです。なお、掲載内容は変更となる場合があります。
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オリジナルコースターをプレゼント
エヴァンゲリオンコラボ限定オリジナルカフェメニューをご注文

いただくと、１品ご注文毎に、オリジナルコースター全５種から

１枚をランダムにプレゼントします。

※コースターの種類はお選びいただけません。
※無くなり次第終了します。

ブルーヨーグルトドリンク

Ver.レイ ￥９００

レイのイメージカラーの白と水色を

用いた、甘さ控えめで爽やかな後味の

ヨーグルトドリンクです。ブルー

ベリーとホイップとの相性もGood!

ブラッドオレンジジュース

Ver.アスカ ￥９００

アスカのイメージカラーの赤と

オレンジを用いた、ちょっぴり

ビターなオレンジジュースです。

甘酸っぱいラズベリーがアクセント。

ピアノチーズケーキ

Ver.シンジ＆カヲル

￥１，３００

シンジとカヲルの連弾シーンをイメージ

した、ピアノの鍵盤の形のレアチーズ

ケーキです。ケーキのさわやかな甘さと

ココアパウダーのほろ苦さが口の中に

広がります。

天望デッキ フロア３４０の「SKYTREE CAFE」では、劇中に登場するキャラクターをイメージした

オリジナルカフェメニューを販売します。１品ご注文毎に、５種類のオリジナルコースターから、１種類を

ランダムでプレゼントします。

また、カフェ内は『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズに登場するキャラクターたちが通う学校

「第３新東京市立第壱中学校」の教室に見立てた装飾を行います。

場 所 天望デッキ フロア３４０「SKYTREE CAFE」

時 間 ９：００～２０：４５（Ｌ.Ｏ. ２０：１５）
※都合により時間を変更することがあります。

ストロベリーソーダドリンク

Ver.マリ ￥９００

マリのイメージカラーのピンクを

用いた、あま～いストロベリー

ソーダです。いちごの甘酸っぱさと

ソーダの刺激が癖になる一品。



天望回廊からの絶景と各キャラクターが操縦する「エヴァンゲリオン」が外からスカイツリーを覗き

込む背景をバックに、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズに登場する５人のキャラクターのうち

好きなキャラクターを選んでツーショットの合成写真が撮影できます。

また、撮影した写真はオリジナル台紙に入れてお渡しするほか、ご自身のスマートフォンに写真データを

ダウンロードすることができます。

場 所 天望回廊 フロア４４５ フォトサービス

時 間 ９：００～２０：３０ ※都合により時間を変更することがあります。

料 金 １,８００円

５．好きなキャラクターと一緒に写真が撮れる！オリジナルフォトサービス ／／／／／

※価格は全て税込です。※限定商品のため、無くなり次第終了します。
※画像はイメージです。なお、掲載内容は変更となる場合があります。

©カラー ©TOKYO-SKYTREE
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△ツーショット写真（全５種類・イメージ）

△オリジナル台紙（イメージ）
＜表紙＞＜台紙＞

期 間 ２０２０年１２月２３日（水）～２０２１年３月３１日（水）
※時間・場所は未定となります。当日現地スタッフにお尋ねください。

※予告なく変更、または中止になる場合があります。

※ソラカラちゃんとのふれあいは出来ません。

６．限定コスチュームを着たソラカラちゃんのお出迎え ／／／／／／／

綾波レイのプラグスーツをイメージした限定コスチュームを着たソラカラ

ちゃんが、皆さまをお出迎えします。



地上３５０メートルにある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®」では、『「残酷な天使のテーゼ」スカイツリーラウンドシアターVer.a.k.a 高橋洋子

from KING SUPER LIVE』を上映します。

期 間 ２０２０年１２月２３日（水）～

２０２１年３月３１日（水）

場 所 天望デッキ フロア３５０

料 金 無料
※天望デッキへの入場でご覧いただけます。

※各回約４分

※予告なく上映日時が変更となる場合があります。

＜上映スケジュール＞

７．オリジナル映像コンテンツの上映 ／／／／／／／

不朽の名曲「残酷な天使のテーゼ」を、『新世紀

エヴァンゲリオン』ＴＶシリーズ副監督、摩砂雪

編集によるMUSIC VIDEO（HDver.）の映像と、

高橋洋子さんのLIVE映像と共に、地上３５０メートル

のパノラマスクリーンで上映！

大迫力の映像と音響による臨場感と目下に広がる

美しい夜景が織りなす空間で、東京スカイツリー

でしか味わえない「エヴァンゲリオン」の世界を

ご体感ください。

※掲載内容は変更となる場合があります。
※画像はイメージです。

©カラー ©TOKYO-SKYTREE
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「SKYTREE ROUND THEATER®」について

夜間の天望デッキ フロア３５０において、窓ガラスの３６０°のうち２５５°、

横幅約１１０メートル、高さ約２メートルを巨大スクリーンに仕立て、１８台の

スピーカーによる臨場感溢れる音響と、３４台のプロジェクターで迫力のある

映像を投影する演出空間です。

17：30 18：00 18：15 18：30 18：45 19：00 19：15 19：30 20：30 20：45

12/23～25 〇 〇 〇

12/26～31 〇 〇 〇 〇

1/1～31 〇 〇 〇 〇

2/1～28 〇 〇 〇

3/1～31 〇 〇 〇

△『「残酷な天使のテーゼ」スカイツリーラウンドシアター
Ver.a.k.a 高橋洋子 from KING SUPER LIVE』（イメージ）

©カラー／Project Eva. ©TOKYO-SKYTREE



＜参 考＞

■「エヴァンゲリオン」について

「エヴァンゲリオン」は、世界的に人気のアニメーションシリーズです。１９９５年のＴＶシリーズ

「新世紀エヴァンゲリオン」の放送から始まり、コミック・映画・ゲームなどさまざまなメディアに

展開、社会現象を巻き起こしました。２００７年から始まった『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズは、

時代性を捉えたキャラクター造形や、ミステリアスで奥深いストーリーによって、若者を中心に幅広い

年代の男女に受け入れられています。斬新かつスタイリッシュな映像表現は一般の視聴者だけでなく、

国内外問わず多数のクリエーターに影響を与えています。２０２１年１月２３日（土）には『シン・

エヴァンゲリオン劇場版』が公開されます。

映画公式サイト https://www.evangelion.co.jp/

以 上

シリーズ劇中に登場する「エヴァンゲリオン初号機」、「エヴァンゲリオン零号機」、「エヴァン

ゲリオン２号機」、「エヴァンゲリオンMark.06 」、「エヴァンゲリオン８号機」をイメージした

全５種類の特別ライティングを点灯します。

８．特別ライティングの点灯 ／／／／／／

日 程 ２０２０年１２月２３日（水）～２０２１年３月３１日（水）※点灯しない日があります。

時 間 ２０２０年１２月２３日（水） １７：３０～２４：００

１２月２６日（土）～１２月３０日（水） １７：３０～２２：００

１２月３１日（木） １７：４５～２２：００

２０２１年１月以降の日程・時間は、東京スカイツリー®公式ＨＰをご確認ください。

※特別ライティングの点灯開始前には、ＬＥＤ照明器具を最大限に近い明度で白色に点灯させ、

輝くように明滅する交点照明と展望台の赤がアクセントとなるシンプルな演出を行います。

※１２月２６日（土）～３１日（木）の２２：００～２４：００は、通常ライティング「粋」、

「雅」、「幟」のいずれかを点灯します。

※都合により予告なく点灯日時が変更となる場合があります。最新情報は東京スカイツリー公式ＨＰ

をご確認ください。

内 容 全５種類の特別ライティングを移り変わり点灯します。（１種類につき３分間点灯）

※掲載内容は変更となる場合があります。
※画像はイメージです。
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△エヴァンゲリオン

初号機

△エヴァンゲリオン

８号機（イメージ）

△エヴァンゲリオン

Mark.06（イメージ）

△エヴァンゲリオン

２号機（イメージ）
△エヴァンゲリオン

零号機（イメージ）

https://www.evangelion.co.jp/

