
 

 

 

２００８年３月３１日 

 
東 武 鉄 道 株 式 会 社   

新東京タワー株式会社 

 
 東武鉄道株式会社（本社：東京都墨田区）と新東京タワー株式会社（本社：東京都墨田区）で

は、東京都墨田区押上・業平橋地区において高さ約６１０ｍの新タワーを核とした多機能複合型

の開発プロジェクト「Ｒｉｓｉｎｇ  Ｅａｓｔ  Ｐｒｏｊｅｃｔ」を２０１１年度の竣工・開業に向けて

進めております。そしてこのプロジェクトの一環として、昨秋全国の皆様から新タワー名称案を

募集し、３月１９日には作詞家の阿木燿子さんをはじめとした有識者による「新タワー名称検討

委員会」を開催し、皆様からいただいた１８，６０６件の新タワー名称案の中から、名称候補 

６案を選定いたしました。 

選定された名称候補６案の中から、明日、４月１日より全国の皆様に新タワーにふさわしい名

前をご投票いただき（投票期間：４月１日～５月３０日）、６月上旬に投票数の最も多かった名称

に決定する予定です。 

 名称検討委員会委員のコメントおよび新タワーネーミング全国投票の概要は別紙のとおりです。 

 

名称候補（五十音順） 

■東京ＥＤＯタワー ここは東京の未来と、新しい江戸（ＥＤＯ）文化が出会う場所。「E=ecology, D=design/ 
digital, O=open」。環境にやさしい、世界に開かれたこの場所から、新しい文化が
生まれ発信されていきます。 

■東京スカイツリー 「ツリー＝木」は、人々が集い、心を寄せ合うシンボル。空に向かって伸びる大き
な木のようなタワーのもとに、環境にやさしい街が生まれ、世界の人々が集い、新
しい文化が創造されていきます。 

■みらいタワー 日本一高い新タワーは、東京を日本を世界を見渡し、訪れるすべての人の「未来へ
の希望」を、さらに広げていく。いつの時代も未来に向かうシンボルとなり、新し
い文化を発信していきます。 

■ゆめみやぐら 「やぐら」は、歌舞伎や相撲など江戸文化の拠点や地域を守る防災拠点に建てられ
た塔。今も江戸文化が息づく下町に建つ新タワーは、人々が集い、未来の夢までを
見渡せる場所になります 

■ライジングイーストタワー 世界の東（東洋）、日本の東（東京）、東京の東（墨田区）に立つ新タワー。この場
所から「ライジング=日が昇る」ように、未来を見つめた、人に、地球に優しい文化
が生まれ発信されていきます。 

■ライジングタワー ライジングは「太陽・月・星などが昇る」、「新進の」という意味。このタワーが未
来に向かうシンボルとなり、タワーのもとで希望にあふれた日本の文化が立ち上が
り、発信されていきます。 

※一般のお問合わせ先表示は 
「新タワーネーミング全国投票」事務局 ℡ ０３－５６７９－９６６８（平日 10：00～17：00）     

以 上 
 
 
 

 明日（４月１日）新タワーネーミング全国投票を開始します。
名称候補６案から新タワーにふさわしい名前を選んでください。 

東京に新しいタワーが生まれます。



 

＜別紙１＞ 

新タワー名称検討委員会委員コメント（五十音順） 

●青山 佾（あおやま やすし） 
新タワー名称検討委員会座長、明治大学公共政策大学院 教授、元東京都副知事 
新タワーの名称候補を、全国公募案から選び、さらに皆さんの投票で決めることは、新タワーの社会に開

かれたコンセプトを体現することであり、これによってみんなのタワーになるのだと考えます。 
18,606 件の公募案からの選定は、既存の商標登録とぶつからないか等の調査も含めてなかなかたいへん

でしたが、委員の方々のご協力で６つに絞ることができました。 

主な選定基準は三つでした。一つは、その名称が新タワーのイメージや特徴をあらわすこと。二つめは、

子どもからお年寄り、外国の方にも親しまれること。三つ目は、品格があり、50 年後も 100 年後も日本を

代表する建築物にふさわしいこと。 

それぞれに難しく、場合によっては相反するこれらの基準を踏まえつつ、様々な立場の専門家の審議で選

ばれた候補は、バラエティがあると共に、どれが最終的に選ばれてもおかしくない、すばらしい名称です。

どうか、できるだけたくさんの方々に投票頂くことを通して、この新タワーという新しく生まれる建物の、

今後の成長を一緒に見守っていただければと思います。 

 

●阿木 燿子（あき ようこ） 
作詞家 

のちのちまで皆様に愛されるタワーの名称選びに関わることができて、とても光栄に思っています。名称

候補の選考にあたっては、親しみやすさと、独創的であることに加え、語感の柔らかさや、その言葉自体に

ロマンが感じられるかどうかを重視しました。 

今の東京タワーが昭和を象徴する映画や小説になったように、新しいタワーも、ロマンやメルヘンがあり、

これからの時代に似合った名称が選ばれることを望んでいます。 

いつの日か私もこのタワーにのぼり、東京の街並みから富士山までを眼下に一望する時が来るのを楽しみ

にしています。 

 

●飯島 一暢（いいじま かずのぶ） 
株式会社フジテレビジョン 常務取締役 

私ども放送事業者が長年待ちこがれた世界最大級のタワーに、やっと名前が付こうとしています。私たち

も2011年までに放送のデジタル化を進めようと現在業界全体で頑張っていますが、その同じ2011年にこのタ

ワーは完成します。完成した暁には、600mの高さから関東広域圏をカバーする放送電波が発射されるだけで

なく、災害時にも有力な情報伝達手段となることが期待されています。 

このタワーが、未来を象徴する新しいシンボルとなると同時に、かつてこの地にあった江戸文化の賑やか

さを再び味わうきっかけになればと思います。ふさわしい名前の選定を、全国の皆さんにお任せいたします。

 
●飯田 朝子（いいだ あさこ） 
中央大学 准教授、言語学者 

名称選定の作業は、とても楽しく、難しいものでした。公募作品はどれも素晴らしかったのですが、私は

音の“響きの良さ”と、文字にした時の“形の美しさ”に注目して選定しました。みなさんも、応募前に候

補の６作品をぜひ声に出してみて下さい。そうすると、これから何十年にも渡って口にしたり耳にしたりす

る、最も親しみのわく名称が選べるはずです。 

さらに、タワーの愛称として省略された時にはどうなるか、外国語の表記やロゴマーク、地図に載せた時

にどのような印象の文字列になるかといった点も併せて考えると良いでしょう。 

 
●五十嵐 意承（いがらし いしょう） 
浅草寺執事長 

新タワーの名称候補の選定にあたっては、次のような観点で選びました。古代から「日出づる国」と称さ

れた日本にとって、現代の国際社会におけるアイデンティティーを表現した名称であり、また、現在の私た

ちによって創り出される可変的な時間である未来を、想像力と創造力が含まれるコンセプトとして、新タワ

ーにふさわしいと考えられる名称を選びました。 
 



 

●澄川 喜一（すみかわ きいち） 
彫刻家、元東京芸術大学学長 新タワーデザイン監修者 
横浜市芸術文化振興財団理事長、島根県芸術文化センター・センター長、日本芸術院会員 
新タワーのデザインの監修をした際、まず奈良に残る木製の五重塔が頭に浮かびました。今回はこの古代

の名建築をコンセプトに入れながら、長きにわたって日本が誇れるような電波塔のイメージを構築しまし

た。実際、新しくつくられるこのタワーは、構造もデザインも世界に誇れる、日本のランドマークとなるで

しょう。 

それだけに、今回の名称候補の選定には慎重な姿勢で臨みました。名は体を表すという言葉もあるとおり、

現代日本の知恵の結晶ともいえるこの新タワーに、全国の皆さまがふさわしい名前を選んでくださることを

期待しています。 

 

●竹内 誠（たけうち まこと） 
東京都江戸東京博物館館長 
私が館長を務める江戸東京博物館は墨田区の両国にあり、地域の者の一人として、また江戸の研究者とし

ての観点から、このタワーにどういう名称がふさわしいかを考えました。 

江戸時代のこの地域は自然環境に恵まれ、大名の庭園や町人の別荘もあり、また絵師・葛飾北斎を始め、

大勢の職人が働くものづくりの街でもありました。そんな歴史を踏まえて、最近よく見直される、江戸の良

さをこのタワーにこめたい、それは単なる懐かしさだけではなく、環境への取り組みなども含め、未来への

創造という意味をタワーに期待し、名称もそれにふさわしいものであってほしいと思いつつ検討しました。

日本の最先端技術と江戸の文化が融合した、人々に愛されるタワーになることを期待しています。 
 

●戸恒 浩人（とつね ひろひと） 
新タワー照明デザイナー 

シリウスライティングオフィス代表 
私が担当するライトアップのデザインでも同じなのですが、今回の名称選びで大切にしたかったのは、「か

つての江戸」「今の東京」、そして「これから生まれる未来の子たちが育つ場所としての東京」を意識するこ

とでした。そのため名称候補の選定にあたっては、場所柄や地域性を表す言葉や、東京の勢いを象徴する言

葉、さらに未来の子どもを象徴する言葉に注目しました。新しくできるタワーは、時代や世代の壁を乗り越

え、すべての人に愛されるものになってほしいと思っています。分かりやすくて美しく、聞いて嬉しくなる

ような名称が付くことを楽しみにしています。 

 
●中野 恒明（なかの つねあき） 
新タワー候補地に関する有識者検討委員会 委員兼幹事長  
芝浦工業大学システム工学部環境システム学科 教授 
世界のタワーを思い浮かべたとき、やはり印象に残るのがエッフェル塔で、これは設計者の名前です。ま

た、現在世界で一番高いカナダの CN タワーは所有当初のカナディアン・ナショナル鉄道社の頭文字です。

これらを考えると、50 年後でも 100 年後でも人々に親しまれるような名称は、今の私たちの感覚であまり

凝りすぎたものにすべきでないようにも思います。 

私はこのタワーの立地の選定にも関わりましたが、この墨田区のタワー建設地は、完成すれば眼下に大川

（隅田川の別名）が広がり、かつての江戸城である皇居、そして広大な関東平野、さらに遠景に富士山が見

えるという絶景の場所。こうした歴史ある土地柄に似合った名称が選ばれることを期待しています。 

 

●山﨑昇（やまざき のぼる） 

墨田区長 
我が墨田区は、かつては江戸の下町文化の拠点となっていましたが、その押上・業平橋という場所に世界

一のタワーが建ちます。それがこの土地柄とどのように融合するか、是非ご期待ください。和とモダンの融

合、過去・現在・未来の融合、物づくりと観光の融合……「下町文化創成拠点」と銘打ったプロジェクトを

立ち上げ、新しいタワーと、今の墨田区を融合させるまちづくりを行います。 

そういった意味では、今回選定したタワーの名称候補 6案は、いずれもいいものを選べたと自負していま

す。是非、多くの人にタワーの未来を想像し、投票して欲しいと思います 

 



 

＜別紙２＞ 

新タワーネーミング全国投票ポスター（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜別紙３＞ 

 

新タワーネーミング全国投票実施要領 

 
１．投票受付期間   

２００８年４月１日（火）１０時～５月３０日（金）１７時 
※「はがき」の場合、受付期間内の消印有効 

 
２．投票方法    

パソコンのＷＥＢサイト、携帯電話のＷＥＢサイト、または「はがき」の３通り 
（１）パソコンのＷＥＢサイトの場合 

http://www.rising-east.jpより投票ページへお進みください。 

（２）携帯電話のＷＥＢサイトの場合 
   http://tower-naming.jp/i/より投票ページへお進みください。 

※「ＱＲコード」からもアクセスできます。 
※対応機種：DoCoMo FOMA、au CDMA 1X、au CDMA 1X WIN Up.Browser6 系、 

SoftBank（旧 vodafone）W 型、SoftBank 3GC  

（３）「はがき」の場合 
 必要事項（名称候補１案、郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢、性別、賞品コー

ス・希望賞品）を明記の上、以下の宛先までお送り下さい。必要事項のご記入がない場

合は無効となりますのでご注意ください。 
 
宛先 〒134-8585 東京都江戸川区臨海町５－２－２ 

                 『新タワー ネーミング全国投票』事務局 行 
 
※ＷＥＢ（パソコン、携帯電話）、「はがき」の全ての投票経路を通じて、お一人様１票とさ

せていただきます。複数ご投票された方は最初の１票のみ有効とさせていただきます。ま

た、同一メールアドレスで複数のご投票はできませんので予めご了承ください。 

 

３．投票資格 

 どなたでもご投票いただけます。（賞品の発送は日本国内に限ります。） 
 
４．新タワーネーミング発表 

  ご投票いただいた集計結果をもとに、２００８年６月上旬に決定、発表する予定です。 
 
５．賞  品 

 ご投票いただいた方の中から抽選で以下の賞品をプレゼントいたします。なお、当選の発表

は賞品の発送（６月下旬予定）をもってかえさせていただきます。 

  Ａコース 名づけ親賞［決定名称に投票した方の中から抽選］ 

※①、②は選べません。事務局におまかせください。 

①開業時に一番最初に展望台に上がれる権利【副賞５０万円】（１名様） 

    新タワー開業日の一番最初にエレベーターに乗り、展望台に上がれる権利。 

②新タワー開業記念シリアル番号入りオリジナルチケット（１００名様） 

    新タワー開業後、タワーに優先入場できる記念チケット。（１回限り、１年間有効） 

ＱＲコード

http://www.rising-east.jp


 

Ｂコース 地デジ賞（１３名様） 

          協賛社：シャープ株式会社、ソニー株式会社、株式会社東芝、 

株式会社日立製作所、松下電工株式会社、三菱電機株式会社 

賞品：①シャープ ＡＱＵＯＳ LC-32D30-G・R（グリーン系・レッド系）各１名様 

   ※色は事務局におまかせください。   

②ソニー 地上・BS・110 度 CS デジタル有機 EL テレビ XEL-1   ３名様 

③東芝 ＲＥＧＺＡ ＲＦ３５０ ４６Ｖ型 Rossettored     ２名様 

④日立製作所 超薄型Ｗｏｏｏ ＵＴシリーズ３７Ｖ型       ２名様 

⑤パナソニック ＶＩＥＲＡ（ビエラ）TH-46PZ80-K        ２名様 

⑥三菱電機 三菱液晶テレビＲＥＡＬ LCD－32H8500X       ２名様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃコース 地域協賛賞（２９４名様） 

   ①アサヒビール株式会社 アサヒスーパードライ 1ケース(缶 350ml×24 本入り) １００名様 

   ②株式会社バンダイ ｢夢のロイヤルふぁみりーたまごっちプラス｣        １４４名様 

③ライオン株式会社 ライオン商品詰合せセット                ５０名様 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ｄコース 東武グループ賞（１７名様） 

   ①東武トラベル旅行券（２万円分） １０名様 

②東武ホテルレバント東京宿泊券  ５組１０名様 



 

③東武グループゴルフ場（宮の森 CC、星の宮 CC、東武藤が丘 CC）利用券  ２組８名様 

 

■新タワー賞（３，０００名様）［投票者全員の中から、上記コース当選者を除き抽選］ 

   新タワーオリジナルエコバッグ  

 
 
 
 
 
 
 
 

【投票時の注意点】 

・投票時にＡＢＣＤ各コースから１コースを選択していただきます。 

・Ａコースのみ決定名称に投票した方の中から抽選します。①、②はお選びいただくことは 

できません。なお、Ａコースを選択した方は、ＢＣＤコースを選択することはできません。 

・ＢＣＤコースを選んだ方は、同時に各コース内の賞品を番号で選んでいただきます。 

 
６．個人情報取扱いに関して 

  ご投票いただいた方の個人情報は、東武鉄道株式会社、新東京タワー株式会社、およびその

業務委託先（再委託先含む）にて厳正に管理の上、新タワーのネーミング審査、賞品の抽選お

よび発送のためのみに利用させていただきます。 
 
７．ご注意 

・投票などに必要な通信料は、お客様のご負担となります。 
・賞品内容及び仕様は予告なく変更する場合があります。 
・当選権利はご本人に限り、第三者への譲渡および、換金はできませんのでご了承ください。 

・電子メール、電話、ＦＡＸなどでのご投票は受け付けておりません。 

  ・投票状況、当選・落選の確認にはお答えできません。 

・当選に際し、別途費用が発生することはございません。 

・当選者への賞品送付の際に送付先不明などで返送された場合や当選者に連絡がつかない場

合は、当選を無効とさせていただきます。 
  ・詳細については、ＷＥＢサイト［http://www.rising-east.jp］、または携帯サイト 

   ［http://tower-naming.jp/i/］ をご覧ください。 

・ご当選された場合は、確定申告が必要となる場合があります。 

 

８．お問合わせ 

  投票受付期間中、以下の専用ダイヤルを設置いたします。（このダイヤルは、７月上旬まで開

設し、賞品当選者への対応も行います。） 
   
          『新タワーネーミング全国投票』事務局 

         ＴＥＬ：０３－５６７９－９６６８（平日 10：00～17：00） 

 

 
以 上 

※写真はイメージです。実際のもの

とは色が異なる場合があります。

 

http://www.rising-east.jp

