
２０２１年２月８日
報道関係各位

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。

１. 春休みイベント

（１）東京スカイツリータウンで桜を満喫

①新デザインの特別ライティング「舞」の点灯

東京スカイツリーを世界一高い桜に見立てた、新デザインの特別

ライティング「舞」を点灯します。

以前のデザインでは点灯されなかった箇所（アンテナ設備が設置

されたゲイン塔部分と塔体２５０ｍ付近および１５０ｍ付近の

中間部）も点灯されることにより、連続性のある演出で装いも新たな

ライティングとなります。

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。

■期 間 ①２０２１年３月 １日（月）～３月 ３日（水）

②２０２１年３月１５日（月）～３月２４日（水）

■時 間 ①１８：４５～２０：００

※２０：００～２２：００は地球をイメージした青色の特別ライティングを点灯します

②１８：４５～２２：００

※２２：００～２４：００は「粋」「雅」「幟(のぼり)」のいずれかを点灯します

△特別ライティング「舞」
（イメージ）
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１．春休みイベント（２０２１年３月１日（月）～４月１１日（日））

東京スカイツリー®では、世界一高い桜に見立てた新デザインの特別ライティングを点灯します。

また、春限定の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 ソラカラちゃんが皆さまを

お出迎えします。展望台内では「エヴァンゲリオン」の世界観を楽しめるイベントが開催中です。

東京ソラマチ®では、設置された桜を眺めながらお花見気分を楽しめる「ソラマチさくらまつり」

を開催。各店舗では、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。

春休み期間には、お子さまに大人気の「春休み！ソラマチわくわくパーク２０２１」や

アスリートによるトークステージ、ファミリーでアトラクションが楽しめる「スポーツ

フェスティバル in 東京スカイツリー タウン® Vol.１１など、様々なイベントを開催します。

また、スマートフォンを使用したＡＲスタンプラリーも実施。東京ソラマチと東京ミズマチ®を

散策しながらスタンプラリーをお楽しみいただけます。

東京スカイツリータウン内で、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

イベントを開催します。

２．ゴールデンウィークイベント（２０２１年４月１２日（月）～５月９日（日））

※新型コロナウイルス感染症の状況により、日程や内容等の変更が生じる可能性があります。

お花見気分でお食事やお茶を楽しめるスポットやお子さま向けの

アトラクション、こいのぼりの群泳などイベントが盛りだくさん！

東京スカイツリータウン®の春休み・ＧＷイベント
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



※新型コロナウイルス感染症の状況により、日程や内容等の変更が生じる可能性があります。

②東京スカイツリー®の桜装飾

東京スカイツリー天望デッキに和のテイストで

春を感じられる、桜と屏風を用いたフォト

スポットが登場します。

また、４階の入口フロアにも桜の木（造花）を

設置します。

■期 間 ２０２１年３月 １日（月）～

４月１１日（日）

■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

①ソラカラちゃんの春限定コスチュームでお出迎え

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 ２０２１年３月１日（月）～４月１１日（日）

■時 間 不定期

■場 所 東京スカイツリー館内

※予告なく変更、または中止になる場合があります △春限定コスチュームを着た
ソラカラちゃん（イメージ）

△東京スカイツリー天望デッキフロア３５０の
館内装飾（イメージ） ©TOKYO-SKYTREE

③ソラマチさくらまつり

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、３月

２７日（土）から４月４日（日）までの期間、

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 ２０２１年３月２７日（土）～

４月１１日（日）

■場 所 ・東京スカイツリータウン１階

ソラマチひろば

・東京ソラマチ® （ソラマチ商店街を中心とした館内各所）

※予告なく変更、または中止になる場合があります

④サクラメニュー・スイーツ

東京ソラマチでは、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 ２０２１年３月 １日（月）～

４月１１日（日）

■場 所 東京ソラマチ各店舗

※一部店舗を除きます

△ソラマチさくらまつり（過去の様子）
©TOKYO-SKYTREETOWN

（２）東京スカイツリータウン®の春休みイベント

△サクラメニュー・スイーツ（イメージ）

©TOKYO-SKYTREE



※新型コロナウイルス感染症の状況により、日程や内容等の変更が生じる可能性があります。 ※価格は税込です。

■期 間 ２０２１年３月３１日（水）まで

■場 所 東京スカイツリー天望デッキ・天望回廊

△初号機強襲
（天望回廊フロア４４５ウェルカムエリア）

©カラー ©TOKYO-SKYTREE

②EVANGELION トウキョウスカイツリー®計画

地上４５０メートルの天望回廊では巨大な初号機が出現

するほか、エヴァンゲリオンの世界観が楽しめる展示演出や

フォトスポットを設置。オリジナルグッズやカフェメニュー

の販売、劇中キャラクターたちとのツーショットの合成写真

が撮れるフォトサービスなど、様々なコンテンツを展開して

います。地上３５０メートルの天望デッキでは、窓ガラスを

巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER®」

オリジナル映像コンテンツを上映しています。

③スマートフォンを片手に東京ソラマチ®や東京ミズマチ®を散策

して桜を咲かせよう！「サクラ満開クエスト」

勇者になって桜を咲かせよう！東京ソラマチや東京

ミズマチ周辺にあるスタンプポイントを巡って桜を咲かせる、

スマホを使ったスタンプラリーです。４カ所のスタンプを

集めた方の中から抽選で豪華景品をプレゼントします。

※詳細は東京ソラマチ公式ＨＰ（https://www.tokyo-solamachi.jp/）

をご覧ください

※スタンプラリー専用無料アプリ『COCOAR』のダウンロードが必要

です

■期 間 ２０２１年３月１９日（金）～

４月１１日（日）

■場 所 東京ソラマチ、東京ミズマチ各所

■料 金 無料

※アプリのダウンロードや利用に伴う通信費(パケット代)はお客様のご負担となります

△サクラ満開クエスト
イメージ画像

■期 間 ２０２１年３月１４日（日）

■時 間 １０：３０～１７：００

■場 所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ

■料 金 無料

④スポーツフェスティバル in 東京スカイツリータウン® Vol.１１

文化放送と共催（墨田区後援予定）で、「スポーツフェスティバル

in 東京スカイツリータウン® Vol.１１」を開催します。アスリートに

よるトークステージやファミリーで楽しめるアトラクションなど、

どなたでも楽しめる入場無料のスポーツフェスティバルです。１１回目

の開催となる今回は「野球」がテーマ。スペシャルＭＣは稲村亜美さん。

トークゲストに森本稀哲さんと尾関高文さん（ザ・ギース）をお招きし、

トークステージを実施。さらに、体を動かして楽しめる様々なスポーツ

体験アトラクションも用意します。

△スポーツフェスティバル
ロゴ

△稲村亜美さん △森本稀哲さん △尾関高文さん（ザ・ギース）

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


※新型コロナウイルス感染症の状況により、日程や内容等の変更が生じる可能性があります。 ※価格は税込です。

（３）郵政博物館 春のイベント

①企画展「時計物語」

期間：開催中～２０２１年３月２６日（金）まで

郵便は創業時から常に時間との戦いでした。いかに正確な

時間に収集し、運び、配達するか。郵便局には当時珍し

かった時計が設置され、配達をする人たちにも懐中時計が

貸与されました。

２０２０年は時の記念日が制定されて１００周年を迎え

ました。そこで、時を刻むということの大切さ、重要さを

伝えるとともに、郵便と時計の関りを紹介する展示をします。

【郵政博物館 営業のご案内】

■開 館 日 月曜日～金曜日

■時 間 １１：００～１６：００（入館は１５：３０まで）

※上記開館日、時間は３月３１日（水）まで（予定）

※変更の可能性があります。詳しくは郵政博物館公式ＨＰ（https://www.postalmuseum.jp/）

をご覧ください

■場 所 東京スカイツリータウン® ９階

■料 金 大人３００円、小・中・高校生１５０円 ※未就学児は無料

②春の特別展示「いりやまさとし『パンダたいそう』絵本原画展」

期間：２０２１年３月１日（月）～３月２６日（金）

昨年度惜しくも開催延期となった、絵本作家いりやま

さとし作『パンダたいそう』シリーズの絵本原画の展示会が

開催されます。

期間中に入館された方、各日先着４０名様に『パンダ

おやこたいそう』の非売品特製ポストカードをプレゼント

します。

△八角時計

△『パンダおやこたいそう』

作・いりやまさとし 講談社

⑤春休み！ソラマチわくわくパーク２０２１

東京スカイツリー®の足元で、幼児から小学生を中心としたお子さま向けのアミューズメント

パークをオープンします。高さ最大７メートルまでジャンプできる「ジャンプゾーン」やボートを

漕ぎ水上を自由に動き回ることができる「ラグーンウォーターパーク」などのアトラクションを

屋外で楽しめます。※荒天時や他のイベント開催により、一部アトラクションの縮小や中止となる場合があります。

■期 間 ２０２１年３月２０日（土・祝）～４月４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

■料 金 ５００～１，０００円

※料金は各アトラクションにより異なります

■対象年齢 ３歳以上

△ソラマチわくわくパーク（過去の様子） ©TOKYO-SKYTREETOWN

https://www.postalmuseum.jp/


※新型コロナウイルス感染症の状況により、日程や内容等の変更が生じる可能性があります。

２. ゴールデンウィークイベント

東京スカイツリータウン®では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。

なお、イベントの詳細は決定次第、お知らせします。

△こいのぼりフェスティバル （過去の様子） ©TOKYO-SKYTREETOWN                 

東京スカイツリータウン® こいのぼりフェスティバル ２０２１

５月５日（水・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 ２０２１年４月上旬～５月上旬

■場 所 東京スカイツリータウン各所

【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 ＴＥＬ０５７０－５５－０６３４（１１：００～１９：００）
東京ソラマチコールセンター ＴＥＬ０５７０－５５－０１０２（１１：００～１９：００）

“プラネタリウムでお花見”を。期間限定で“天空”が満開の「桜ドーム」に！

開場後、作品をお楽しみいただくまでの間、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。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体験で、秘密のお花見はいかがでしょうか。

（４）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®春のイベント

■期 間 ２０２１年３月１日（月）～４月１１日（日）

■時 間 １１：００～２１：００の回 ※緊急事態宣言発令中は１８:５０の回まで

※１０：００の回は土・日曜日、祝日のみです

※営業時間及び、イベントの会期を変更する場合があります

※「R18オトナ♡プラネタリウム －古代ギリシャの恋愛博物館－」、

「LIVE in the DARK‐w/Quartet‐」の上映前は除く

■場 所 東京スカイツリータウン７階

△ウェルカム映像投映の様子（イメージ）


