
２０２３年２月６日

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、春休み・ゴールデンウィーク期間中に様々なイベントを開催します。

２０２３年３月１日（水）～４月９日（日）は、東京スカイツリーを世界一高い桜に見立てた

特別ライティング「舞」を点灯するほか、東京スカイツリー公式キャラクター ソラカラちゃんの

春限定コスチュームでのグリーティングを実施します。

また、東京ソラマチ®では、毎年恒例となった、お花見気分を楽しめる「東京ソラマチ さくら

まつり」を開催します。東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナでは、雑誌「オズマガジン」

とコラボし、コーヒーやスイーツ、グルメや雑貨など、押上周辺エリアの人気店、約２０店舗が

一堂に会する５日間限定のイベント「YORIMICHI CAFE STREET」を昨年に引き続き開催します。

さらに、４月１４日（金）～５月７日（日）にかけて、東京スカイツリータウン内にたくさんの

こいのぼりを掲揚し、空一面に泳ぐ色鮮やかなこいのぼりの群泳をお楽しみいただける「東京

スカイツリータウン® こいのぼりフェスティバル ２０２３」を開催します。

ぜひ、春ならではの東京スカイツリータウンをお楽しみください。

詳細は別紙のとおりです。

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

大人気のカフェイベントが昨年に引き続き登場！

東京スカイツリー®を世界一高い桜に見立てた特別ライティングも！

東京スカイツリータウン®の春イベント
２０２３年３月１日（水）～４月９日（日）
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東京スカイツリーⓇの春イベント

（１）特別ライティング「舞」の点灯

東京スカイツリーを世界一高い桜に見立てた、特別ライティング「舞」を点灯

します。桜の花びらが舞う美しさを表現して、東京スカイツリーがピンク色の

濃淡で彩られ、桜の花びらのように白色の交点照明がきらめきます。

△特別ライティング「舞」

■期 間 ①２０２３年３月１日（水）～３０日（木）

②２０２３年４月２日（日）～４月９日（日）

※３月１０日（金）～１４日（火）、１９日（日）、２５日（土）、

４月８日（土）を除く

■時 間 ①１８：４５～２２：００

②１９：００～２２：００

春限定コスチュームを着た東京スカイツリー公式キャラクター

ソラカラちゃんが、東京スカイツリーを訪れる皆さまをお出迎え

します。

■期 間 ２０２３年３月１日（水）～４月９日（日）

■時 間 １０：３０/１２：００/１３：３０

１５：００/１６：３０/１８：００

※３月４日（土）、５日（日）、１１日（土）、１２日（日）の

１２：００の回を除く

■場 所 東京スカイツリー館内

（２）ソラカラちゃんの春限定コスチュームでのグリーティング

△春限定コスチュームを着た
ソラカラちゃん
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東京スカイツリー館内に春を感じられるような桜の装飾や

フォトスポットが設置されます。

■期 間 ２０２３年３月１日（水）～４月１９日（水）

■場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

東京スカイツリー４階 入口フロア

△天望デッキ フロア３５０
館内装飾（イメージ）

（３）東京スカイツリーの桜装飾

※予告なく内容が変更、または中止となる場合があります。

※詳細は東京スカイツリー公式ＨＰをご覧ください。https://www.tokyo-skytree.jp/

※予告なく内容が変更、または中止となる場合があります。

＜別 紙＞

https://www.tokyo-skytree.jp/


東京スカイツリータウン１階のソラマチ

ひろばに設置された桜（造花）を眺めながら、

お花見気分を楽しめます。

また、隣接するソラマチ商店街では、春を

感じさせる商品やテイクアウトフードの販売、

お得なフェアなどを実施します。

■期 間 ２０２３年３月２５日（土）～

４月９日（日）

■場 所 東京スカイツリータウン１階

ソラマチひろば ほか

△ソラマチさくらまつり（過去の様子）

（１）東京ソラマチⓇさくらまつり

東京スカイツリータウンⓇ春のイベント
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昨年初開催した、雑誌「オズマガジン（スターツ出版）」とのコラボPOP UPイベント「YORIMICHI

CAFE STREET」を、大好評につき今年も開催！東京スカイツリータウンに、押上周辺エリアの

コーヒーやスイーツの人気店を中心に、グルメ店や雑貨店など約２０店舗が一堂に会します。地元

の名店が集まる５日間限定のスペシャルなイベントを、ぜひお見逃しなく。

※荒天等により縮小や中止となる場合があります。

■期 間 ２０２３年３月３１日（金）～４月２日（日）

４月８日（土）～９日（日）

■時 間 １１：００～１８：００

■場 所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ

（２） YORIMICHI CAFE STREET

ツバメ洋菓子店（京島）

２０２１年１０月、京島にオープン

したテイクアウト専門の洋菓子店。

風 味 豊 か な 発 酵 バ タ ー や 国 産

小麦粉、旬の素材を使ったケーキ

や焼菓子などを販売。

【出店店舗一例】

Monkey Pod coffee&cake（京島） PEAK SHOP（錦糸町）

丁寧に淹れたスペシャルティ

コーヒーに加えて、クッキーや

スコーン、パウンドケーキなど

のスイーツは自家製。当日は

ハンドドリップで上質な１杯を。

錦糸町から約１０分、押上から

約１０分ほどの太平にある建築

設 計 事 務 所 に 併 設 さ れ た

コーヒースタンドと植物のお店。

素 朴で 美味し い焼 き菓 子も

ご用意。

△YORIMICHI CAFE STREET
（昨年の様子）
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（４）ウルトラヒーローズEXPO ニュージェネレーションワールド IN 東京ソラマチⓇ

今年も東京ソラマチ５階 スペース６３４に「ウルトラヒーローズ

EXPO ニュージェネレーションワールド」がやってきます。日替わりで

ヒーローが登場する撮影会「ウルトラショット」を毎日開催 !

また、TSUBURAYA IMAGINATIONオリジナル映画『ウルトラマン

デッカー最終章 旅立ちの彼方へ…』を記念したコーナーなど盛り

だくさんです。

■期 間 ２０２３年３月１８日（土）～４月９日（日）

■時 間 入場時間指定入れ替え制

①１０：３０～１２：３０

②１３：００～１５：００

③１５：３０～１８：００

■場 所 東京ソラマチ ５階 スペース６３４

■料 金 １，５００円（税込）

※TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアム・スタンダードプラン会員 １，２００円（税込）

詳しくはオフィシャルＨＰをご覧ください。

https://www.ultra-expo.com/solamachi/2023/
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東京スカイツリータウン®では、桜をモチーフ

にした限定メニューやスイーツを販売します。春

を感じる味覚をお楽しみください。

■期 間 ２０２３年３月１日（水）～

４月９日（日）

■場 所 東京スカイツリータウン内

各店舗

※一部店舗を除きます
△さくらメニュー＆スイーツ（昨年のイメージ）

（３）さくらメニュー＆スイーツ

©円谷プロ
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（５） コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウンⓇ

■期 間 ２０２３年３月１日（水）～４月１６日（日）

■場 所 東京スカイツリータウン７階 コニカミノルタプラネタリウム天空

■対象作品 「時を刻むこの星空 with DREAMS COME TRUE」

「星夜に浮かぶ島」

「星地巡礼 －Premium Nights－」

「プラネタリウムちびまる子ちゃん 南十字星に魅せられて

※対象作品の鑑賞券をご購入後、プラネタリウムドームに入場してから作品が

上映されるまでの間「桜ウェルカム映像」が鑑賞できます。

△ ウェルカム映像投映の様子（イメージ）

●プラネタリウムでお花見気分！「桜ウェルカムドーム」開催！

■期 間 ２０２３年３月２４日（金）～

■場 所 東京スカイツリータウン７階 コニカミノルタプラネタリウム天空

●プラネタリウム新作/春の星座解説付き
「プラネタリウムちびまる子ちゃん 南十字星に魅せられて」
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同時上映「TARAKOさんと行く 星空散歩 春」

ちびまる子ちゃんでおなじみの声優、TARAKOさんによる星座解説を同時上映します。

春の星座解説では、明るい「北斗七星」を目印に、おおぐま座や北極星、しし座、春の大

三角などの探し方をご紹介。TARAKOさんがわかりやすく解説をしてくれるので、プラネタリウム

を見た夜は、ぜひご自身で夜空を見上げて星座を探してみてください。

本作は、オーストラリアから来た“星好きな少年ジム”との出会いをきっかけに「南十字

星」に憧れを抱いたまる子が、たまちゃんと一緒に宮沢賢治の名作『銀河鉄道の夜』の世界に

入り、はくちょう座やわし座、さそり座など様々なものと出会うロマンチックなストーリーで、

お子様だけでなく、大人も楽しめる作品に仕上がりました。春休みはプラネタリウムでまる

ちゃんと一緒に星空を見上げてみませんか。

©さくらプロダクション／日本アニメーション

入場後、作品が上映されるまでの間、ドームいっぱいに広がる桜を見上げることができる

ウェルカム映像を投映します。作品上映前のため、写真撮影もお楽しみいただけます。

見渡す限りの桜に包まれるプラネタリウムドームでのお花見はいかがでしょうか。



そのほかゴールデンウィーク期間を中心に様々なイベントを開催します。イベントの詳細は決定

次第お知らせします。

△東京スカイツリータウン® こいのぼりフェスティバル （昨年の様子）

５月５日（金・祝）のこどもの日を記念し、東京スカイツリー

タウン内に、たくさんのこいのぼりを掲揚するイベントを開催

します。空一面に泳ぐこいのぼりの群泳をお楽しみいただけます。

■期 間 ２０２３年４月１４日（金）～５月７日（日）

■場 所 東京スカイツリータウン各所

東京スカイツリータウンⓇ こいのぼりフェスティバル ２０２３

東京スカイツリータウンⓇ ゴールデンウィーク イベント

以 上
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【一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）
東京ソラマチコールセンター ＴＥＬ ０５７０－５５－０１０２（１１：００～１９：００）

東京スカイツリーⓇ お得に美しい夜景を楽しめるチケット販売

東京スカイツリー ナイトビューチケット

東京スカイツリーで夜限定のアルコールドリンク付きチケットを販売します。お客さまのご来場が比較的

落ち着く時間帯に、桜咲く春の時期はアルコールドリンクと共に隅田川沿いに咲く夜桜や都心を一望できる眺望

を展望台からご覧いただけます。ぜひ、お得なチケットで美しい東京の夜の街並みをお楽しみください。

１．販売開始 ２０２３年２月２２日（水）１２：００

※来場希望日の前日２３：５９まで購入できます。

２．実施期間 ２０２３年３月１日（水）～

３．内 容 ①天望デッキ入場券（日時指定券）

②SKYTREE CAFE フロア３５０ アルコールドリンク１杯

（その他のドリンクに変更可能）

４．入場時間 １８：００～１９：００／１９：００～２０：００※指定日の利用に限る

５．料 金 平日：２,４００円 休日：２,６００円（税込）

６．購入方法 東京スカイツリー公式ＨＰにて販売

※ＨＰのご案内は、２月下旬を予定しています。
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