２０１９年１０月３日

「東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１９」
２０１９年１１月７日（木）～１２月２５日（水） 開催
天然の“もみの木”のクリスマスツリーが東京スカイツリータウン®に初登場
他にも「映える」イルミネーション 様々なフォトスポットを設置
１１月２９日（金）からは『テレビ東京』人気コンテンツとコラボレーションしたメインイベントを初開催！
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および東武タウンソラマチ（本社：東京都墨田区）にて運営する東京
スカイツリータウンでは、２０１９年１１月７日（木）～１２月２５日（水）の期間、「東京
スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１９」を開催します。
今年は“家族や友人、恋人など大切な人と過ごすクリスマス”をテーマに、スカイツリータウン内
各所を約５０万球の電球で温かみのあるイルミネーションで彩ります。スカイアリーナでは、東京
スカイツリー®のクリスマス限定ライティングをバックに、天然の“もみの木”のクリスマスツリーが
初登場。幻想的な光に包まれるタワーのある街として、特別な季節に大切な人との素敵な想い出が
つくれる場所へと変化し、訪れるお客さまにスカイツリータウンならではのクリスマスを楽しんで
いただけます。
さらに今年は、テレビ東京とのコラボレーションイベント「テレ東 冬のあったかパーク in TOKYO
SKYTREE TOWN®」を初めて開催。今までにない愉しくて喜びにあふれる、あったかい時間を味わえます。
そのほか、クリスマスマーケットやアカペラパフォーマンス、東京スカイツリー公式キャラクター
ソラカラちゃんのグリーティング、クリスマスラブソングライブなど様々なイベントを開催します。
なお、詳細は決定次第、お知らせします。
概要は別紙のとおりです。

差替え予定

△東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１９
キービジュアル

△イルミネーション（過去の様子）
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以
～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
ての人のワンダーランドになるために。東京スカイツリータウンの挑戦が続きます。

一般の方のお問い合わせ先 東京スカイツリーコールセンター TEL ０５７０-５５-０６３４

上

＜別 紙＞

１ イルミネーション
東京スカイツリータウン®全体で、温かみのある約５０万球のイルミネーションが点灯します。
今年のクリスマスツリーには、初めて天然の“もみの木”を使用するほか、世界一のクリスマス
ツリーに見立てた限定ライティングを点灯する東京スカイツリー®や心も身体も温まるグルメ盛り沢山
のクリスマスマーケットとともに、大切な人と過ごすクリスマスを彩ります。
そのほか、東京スカイツリーをバックに「映える」写真が撮れるフォトスポットなど、タワーのある
街ならではの場所としてお楽しみいただけます。
■期

間

２０１９年１１月７日（木）～１２月２５日（水）
※一部のイルミネーションは２０２０年３月８日（日）まで点灯予定です。
※イベント等により、仕様の変更が生じる場合があります。

■時

間

１６：００～２４：００

■場

所

東京スカイツリータウン各所

△イルミネーション（過去の画像）

△クリスマス限定ライティングと
ソラミ坂（イメージ）

△クリスマスツリー
（イメージ）
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２ クリスマスマーケット ２０１９
東京スカイツリーと天然の“もみの木”を使用したクリスマスツリーの足元にある、スカイアリーナ
において、クリスマスマーケットを開催します。温かい光をまとったヒュッテが登場し、
イルミネーションや限定ライティングを眺めながら、お食事やビール、スイーツなど、クリスマス
ならではのメニューをお楽しみいただけます。
■期

間

２０１９年１１月７日（木）～１２月２５日（水）
※１１月２９日（金）からは、メニュー等が変更予定です。

■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（左：昨年の様子

2

右：イメージ）
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テレビ東京 『テレ東 冬のあったかパーク in TOKYO SKYTREE TOWN®』

３

今年はテレビ東京とのコラボレーションイベント「テレ東 冬のあったかパーク in TOKYO SKYTREE
TOWN®」を初めて開催します。「あったかい」をテーマに、テレビ東京人気コンテンツとのコラボブース
やコラボグルメでクリスマスを盛り上げます。
■期
■場
■内

間
所
容

２０１９年１１月２９日（金）～１２月２５日（水）
東京スカイツリータウン®４階 スカイアリーナ
１１月２９日（金）～１２月２５日（水）
テレ東番組コラボブース＆グッズ販売ブース＆コラボグルメブース
１２月１４日（土）～１２月２５日（水）
特設ステージ
※イベント内容や演目によって日程が異なります。
※内容の詳細は後日発表いたします。
※入場無料（一部有料コンテンツあり）
△「テレ東 冬のあったかパーク
in TOKYO SKYTREE TOWN ® 」
ロゴ

東京スカイツリー®クリスマス限定ライティング

４

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「シャンパンツリー」とキャンドルに
見立てた「キャンドルツリー」の２種類のクリスマス限定ライティングを点灯します。
■期

間

２０１９年１１月７日（木）～１２月２５日（水）※１１月１２日（火）を除く

■時

間

１１月 ７日（木）～１１月１１日（月）

１７：４５～２２：００

１１月１３日（水）～１２月２５日（水）

１７：３０～２２：００
のぼり

なお、点灯期間中の２２：００～２４：００は「粋」「雅」「 幟 」のいずれかを点灯
※都合により内容・点灯時間を変更する場合があります。
※最新情報は東京スカイツリー公式ホームページをご覧ください。
http://www.tokyo-skytree.jp/

△シャンパンツリー（過去の様子）

△キャンドルツリー（過去の様子）

もみの木をイメージした東京スカイツリーを

揺らぎながらも力強く燃え続けるキャンドル

シャンパンゴールドの光で彩ります。

の炎をイメージしたライティングです。
©TOKYO-SKYTREE
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５ 東京スカイツリータウン® クリスマスイベント
クリスマスの装飾で彩られた東京スカイツリー®の展望台や東京ソラマチ®の各所で、ミニショーや
アカペラ等、クリスマスらしい音楽とともに賑やかなイベントを開催します。
展望台内で実施するイベントは、展望台への入場料のみでご参加いただけます。

（１） ソラカラちゃんのＨＡＰＰＹクリスマス２０１９
ソラカラちゃん・テッペンペン・スコブルブルが、歌やダンスで
クリスマスの到来をお祝いするミニショー。クリスマスらしい音楽と
共に座ったままでもできる簡単な振り付けで、初めてでも気軽にご参加
いただけるイベントです。
■開 催 日

■時
■場

間
所

２０１９年１１月３０日（土）
、１２月１日（日）、
７日（土）、８日（日）、１４日（土）、１５日（日）、
２１日（土）、２２日（日）、２４日（火）、２５日（水）
△ショー限定コスチュームの
公式キャラクター（イメージ）
（合計１０日間）
©TOKYO-SKYTREE
９:４５／１１:３０／１３:４５／１５:３０（各回約２０分）
東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

（２） ソラカラちゃんのクリスマスグリーティング
今年から新しくなったクリスマス限定コスチュームを着た
ソラカラちゃんと触れ合いながら記念撮影ができるグリーティングを開催
します。
■期

間

２０１９年１１月７日（木）～１２月２３日（月）
※ソラカラちゃんの HAPPY クリスマス２０１９開催日は除く。

■時

間

９:００／１０:３０／１２:００／１３:３０／
１５:００／１６:３０（各回約１５分）

■場

所

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

△クリスマス限定コスチュームを
着たソラカラちゃん（イメージ）
©TOKYO-SKYTREE

（３） ＳＫＹＴＲＥＥ ＲＯＵＮＤ ＴＨＥＡＴＥＲ®

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０の横幅約１１０メートル、高さ約２メートルの窓ガラス
を巨大スクリーンに仕立てた『SKYTREE ROUND THEATER®』で、クリスマス限定の特別プログラムを
上映。今年から新しくなったクリスマス限定の特別映像を、夜景とともにお楽しみいただけます。
■期

間

２０１９年１１月７日（木）～１２月２５日（水）

■時

間

１７:３０／１９:００／２０:３０／２１:００（各日４回、各回約３分上映）
※東京スカイツリー®クリスマスラブソングライブ開催日は
１８:１５、２０:３０、２１:００（各日３回）にて上映
※他のイベント開催時など、休止する場合があります。

■場

所

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

△SKYTREE ROUND THEATER®（過去のイメージ）
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（４） 東京スカイツリー®クリスマスラブソングライブ
圧倒的な夜景を眺めながら、クリスマスシーズンの夜に聞きたい、人気アーティストたちによるラブ
ソングを中心としたミニ・ライブを開催します。心ときめく音楽に耳を傾けながら、大切な人との時間
を世界一高いタワーの展望台でお楽しみいただけます。
■期

間

２０１９年１２月６日（金）、７日（土）、１３日（金）、１４日（土）、
２０日（金）、２１日（土）、２４日（火）、２５日（水） ※各日１回 全８回

■時

間

１９：３０～（各回約３０分）

■場

所

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

■出演アーティスト
１２月６日（金）

１２月７日（土）

１２月１３日（金）

１２月１４日（土）

杉山 清貴

JILLE

小柳ゆき

BENI

１２月２０日（金）

１２月２１日（土）

１２月２４日（火）

１２月２５日（水）

Miyuu

Michael Kaneko

TEE

まるりとりゅうが

（５） ソラマチアカペラストリート
今年で８回目を迎えたアカペラストリート。今回も１,３００組を超える応募からオーディション
で選ばれた約４００組のグループが全国から集合。Ｊ－ＰＯＰ、ゴスペル、ドゥワップ、ＰＯＰＳなど
の様々なジャンルを多彩なコーラスワークで熱唱します。
■開 催 日
■時
間
■場
所
■料

金

２０１９年１２月７日（土）、８日（日）
１０：００～１８：００（予定）
東京スカイツリータウン®内各所
（ソラマチひろば、東京スカイツリー天望デッキ等）
観覧無料
※東京スカイツリー天望デッキへは入場料が必要です。
△ソラマチアカペラストリート
（過去の様子）
©TOKYO-SKYTREETOWN
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（６） 「メリークリスマス」 ステッカープレゼント
東京スカイツリー®の館内にいる、サンタの帽子をかぶったスタッフに
「メリークリスマス」と声をかけると、オリジナルステッカーを
プレゼントします。
■期
■場

間
所

２０１９年１１月７日（木）～１２月２５日（水）
東京スカイツリー展望台ほか
※お一人様一枚限り（なくなり次第終了）
△「メリークリスマス」ステッカー
（過去の例）
©TOKYO-SKYTREE

（７） スカイツリーサンタの窓ガラスそうじ
期間限定で、東京スカイツリーにおける展望台の窓ガラス清掃用
ゴンドラに、サンタクロースコスチュームを着た清掃作業員が
乗って窓ガラスを清掃します。
■期

間

２０１９年１１月７日（木）～１２月２５日（水）
の期間中に不定期で開催
※気象条件を考慮のうえ、期間中の各月７～８日程度開催

■場

所

東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊

△東京スカイツリー展望台窓ガラス清掃
（過去の様子）
©TOKYO-SKYTREE

６ 「Sky Restaurant 634（musashi）」クリスマス特別ディナーコース
東京スカイツリー天望デッキ フロア３４５の「Sky Restaurant 634
（musashi）」では、地上３４５メートルからのきらめく光の夜景を
眺めながら落ち着きのある雰囲気の中、江戸の粋とフランス料理の雅さ
を融合した「東京キュイジーヌ」料理をご堪能いただけます。
■期
■時

間
間

２０１９年１２月２１日（土）～１２月２５日（水）
１７：００～２３：００（最終予約時間２０：００）

■場
■料

所
金

東京スカイツリー天望デッキ フロア３４５
２８，０００円（税・サービス料込／１名様）
※別途、天望デッキへの入場料が必要となります。
※クリスマスディナーコースは中学生以上とさせて
いただきます。
※鉄板焼特別ディナーもございます。
※ドレスコードをスマートカジュアルで設けています。

△「Sky Restaurant 634（musashi）」
（イメージ）

■お問い合わせ・ご予約
TEL ０３－３６２３－０６３４（１０：００～１８：００）

△クリスマスディナーコース
（イメージ）
🄫Tobu Hotel Management

以 上
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＜参

考＞
「東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１９」イベントスケジュール

場

名

所
ス
カ
イ
ツ
リ
ー

タ
ウ

11 月

称
上旬

東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ

12 月

中旬

下旬

上旬

中旬

11/7

下旬
12/25

備考
一部
2020/3/8 迄

ン
各
所

ス
カ
イ
ア
リ
ー
ナ

ｱｶﾍﾟﾗｽﾄﾘｰﾄ
ｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰ

11/7

12/25

ｸﾘｽﾏｽﾏｰｹｯﾄ

11/7

12/25

テレ東 冬のあったかパーク
ｸﾘｽﾏｽ限定ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ

ス
カ
イ
ツ
リ
ー
天
望
デ
ッ
キ
他

ｿﾗﾏﾁひろば、
天望ﾃﾞｯｷ他

12/7､8

11/29

12/25
12/6

ｿﾗｶﾗちゃんの HAPPY
ｸﾘｽﾏｽ 2019(ﾐﾆｼｮｰ)

12/25

11/30

12/25

ｿﾗｶﾗちゃんの
ｸﾘｽﾏｽｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞ

11/7

SKYTREE ROUND THEATER®

11/7

12/25

ｽｶｲﾂﾘｰｻﾝﾀの窓ｶﾞﾗｽそうじ

11/7

12/25

12/23

Sky Restaurant 634(musashi)
ｸﾘｽﾏｽ特別ﾃﾞｨﾅｰｺｰｽ

12/21

※イベントの内容・情報は、変更となる場合があります。
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内容変更予定

12/25

11/7

東京ｽｶｲﾂﾘｰ
ｸﾘｽﾏｽﾗﾌﾞｿﾝｸﾞﾗｲﾌﾞ

11/29～

12/25

11/12 を除く
開催日
12/6･7･13･14･
20･21･24･25
期間中土休日
＋12/24・25
ﾐﾆｼｮｰ開催日を
除く
不定期

