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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

サンエックス株式会社

ともに10周年を迎える“すみっコぐらし”と“東京スカイツリー”の初のコラボレーションイベント『そらのおばけのナイトパー

ク in TOKYO SKYTREE ®』 のイベント詳細が決定しました。

開催期間は、2022年8月10日（水）から11月9日（水）まで。すみっコぐらしの作者、よこみぞゆりさん描きおろしの特別

デザインから、ここでしか見られないSKYTREE ROUND THEATER®によるスペシャル映像作品の上映、すみっコたちを

イメージした夜空を彩る特別ライティング、そしてコラボメニューや限定グッズなど、１０周年ならではの体験をたくさん用意

しています。

ともに10周年のすみっコぐらしと東京スカイツリーⓇが初のコラボレーション！

『そらのおばけのナイトパーク in TOKYO SKYTREE® 』

イベント詳細が決定！

開催期間：2022年8月10日（水）～11月9日（水）
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イベント専用公式サイト： https://www.sumikkogurashi-10th-project.jp/skytreeevent/

『そらのおばけのナイトパーク in TOKYO SKYTREE ® 』では、すみっコぐらしの

新テーマ「おばけのナイトパーク」とコラボしています。

https://www.sumikkogurashi-10th-project.jp/skytreeevent/


『そらのおばけのナイトパーク in TOKYO SKYTREE® 』 のおすすめポイント！

■ ソラカラポイント 「10周年をいっしょにお祝い」

地上451.2mの最高到達点に、本イベントのための描きおろし

アートがあります。ここでは、お客さまがすみっコぐらしへの想

いを書いて飾って、すみっコ愛を盛り上げます。

場 所： 天望回廊 （フロア450）

イベント限定アートとたくさんのフォトスポット

すみっコぐらしの作者、よこみぞゆりさんが描きおろした本イベント限定のオリジナルアートが登場します！

そして、このオリジナルアートを中心に、写真や動画を撮れるフォトスポットをたくさん用意しました。

これらのフォトスポット以外にも、東京スカイツリーⓇの各所に“すみっコたちが隠れている!?“という噂も…。

■ 回廊エリア 「みんなでせいぞろい」

10年間で登場したすみっコぐらしのキャラクターを紹介。

歩いて読む絵本のようなナイトパークの物語も。

場 所： 天望回廊 （フロア445）

■ 折り返しエリア 「すみっコたちとの思い出を」

モンスター姿のすみっコたちと写真が撮れるフォトスポット

が登場。思い出の写真を、とっておきのすみっこで。

場 所： 天望回廊 （フロア445）

■ スロープエリア 「巨大アートでわくわく」

すみからすみまで広がる、ナイトパークの巨大アートを

背景に特別な写真を。

場 所： 天望回廊 （フロア450）

■ ウェルカムエリア 「へんしんしておでむかえ」

エレベーターを降りると、そこはナイトパークのエントランス。

おばけやモンスター姿になりきったすみっコたちがお出迎え

します。 場 所： 天望回廊 （フロア445）
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※ すみっコたちがほかにも隠れてる⁉という噂が・・・「すみっこかくれんぼ」

■ すみっコエレベーター

天望デッキ(フロア350）から天望回廊へ向かう２基のエレベーターは、外側も内側もすみっコ

ぐらし一色。ナイトパークへの期待感を高めます。

場 所： 天望シャトル （フロア350→フロア445）

おすすめフォトスポット以外にも、東京スカイツリーⓇ内各所

にすみっコぐらしが隠れているようです。

ぜひ、探してみてください。

場 所： 天望回廊・天望デッキ

場 所： 天望デッキ （フロア350）

上映時間： イベント期間中、毎晩上映！

■ 8月： 19:15～ / 19:45～ / 20:15～ ■ 9月： 18:45～ / 19:30～ / 20:15～

■10月： 18:00～ / 18:45～ / 19:30～ / 20:15～ ■11月： 17:45～ / 18:30～ / 19:15～ / 20:00～

※上映時間各回約3分

SKYTREE ROUND THEATERⓇでの特別上映

夜に実施するSKYTREE ROUND THEATER Ⓡでは「そらのおばけのナイトパーク」をテーマとした、このイベント

限定の映像を放映します。

この映像は、今年も残念ながら中止となった隅田川花火大会を彷彿させるような花火の演出も織り交ぜた内容になって

おり、東京の夜景を背景にご覧いただけます。

また、今年5月からTwitter上ですみっコぐらしに寄せられたメッセージも上映します。
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日 程：8月10日（水）～14日（日）の毎日と、８月2０日（土）～10月8日（土）の毎週土曜日

点灯時間：

● 8月10日（水）～14日（日）19:30～24:00 ※毎日

● 8月20日（土）、27日（土）１９:１５～２４:００

● 9月3日（土）、10日（土）19:00～24:00

● 9月17日（土）、24日（土）18:30～24:00

● １0月1日（土）22:００～24:00

● 10月8日（土）18：15～24：00

東京スカイツリーⓇがすみっコたちに染まった
特別ライティング⁉

夜の東京スカイツリー特別ライティングでは、すみっコたちをイメージし表現しました。

通常のすみっコぐらしバージョンと「そらのおばけのナイトパーク in TOKYO SKYTREEⓇ」バージョンの２パターン。

また、各パターンの最後には、すみっコたちが仲良く積み重なっているようなライティングも現れます！

通常のすみっコぐらしバージョン

「そらのおばけのナイトパーク in TOKYO SKYTREEⓇ」バージョン

積み重なったような５層ライティングは
各バージョン最後に点灯します。
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チャームは5種類

天望デッキ フロア345 「ザ・スカイツリーショップ」での限定グッズ販売

※ 限定販売のため、商品がなくなり次第終了となります。

※ 写真・イラストはイメージです。掲載内容、デザインなどが

変更になる場合があります。

※ 購入制限があります。（１商品各５点まで）

フロア345ショップですみっコぐらしの

商品を合計3,000円(税込)以上ご購入された

お客様に『オリジナルタオル』をプレゼント！

※ 一部商品を除く（販売機など）

※ 数量限定につき無くなり次第終了いたします。

※ お一人様1回限り

A4クリアファイル(2枚組）

700円(税込)

6色ボールペン(全5種類)
各850円(税込)

3連キーホルダー(全5種類)
各1,600円(税込)

ミニアートパネル(全3種類)
各770円(税込)

天望デッキ内のショップでは、特設コーナーで「そらのおばけのナイトパーク in TOKYO SKYTREEⓇ」限定グッズを販売し
ます。

期 間： 2022年8月10日（水）～11月9日（水） ※一部の商品は9月15日(木)からの販売予定です。

時 間： 10：00～ 20：30 ※都合により時間を変更することがあります。

場 所： 天望デッキ フロア345 「ザ・スカイツリーショップ」特設コーナー

特典

BOXメモ
770円(税込)

すみっコぐらし オリジナルタオル

丸型ボールチェーン マスコット（全5種類）
各500円(税込)

缶ミラー(2種類)
各500円(税込)

シリコンウィンドウポーチ(2種類)
各1,600円(税込)
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Tシャツ (３サイズ)
3,000円(税込)
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コラボフォトサービス

天望回廊からの絶景をバックに、「すみっコぐらし」と一緒に記念撮影ができる、イベント限定デザインのフォトサービスです。

期 間： 2022年8月10日（水）～11月9日（水）

時 間： 10：00～ 20：30 ※都合により時間を変更することがあります。

場 所： 天望回廊 フォトサービス （フロア445）

料 金： 1枚 1,700円（税込）

※ キャラクター・一部背景は合成画像です。※予告なく変更になる場合があります。

コラボカフェメニュー

コラボメニュー1品注文毎に、
オリジナルステッカーをプレゼント！

※ステッカーの柄はお選びいただけません。
※ステッカープレゼントはなくなり次第、終了となります。

天望デッキからの眺望を眺めながら「すみっコぐらし」の限定コラボメニューを是非ご賞味ください。

期 間： 2022年8月10日（水）～11月9日（水）

時 間： 10：00～ 20：45 （LO 20:15） ※都合により時間を変更することがあります。

場 所： 天望デッキ （フロア340）

すみっコとみにっコがみんなでワイ
ワイ楽しそうに遊んでいるところを
イメージしたお食事プレートです。
オムライスとハンバーグにスープも
付いてボリューム満点☆

1,600円(税込)

すみっコとみにっコのおたのしみプレート

すみっコたちがナイトパークを楽し
んでいる様子をイメージしたパン
ケーキ。
パンケーキの間のいちごみるくク
リームが隠し味♪

1,400円(税込)

すみっコたちのふわふわクリームのもちもちパンケーキ

しろくまのようなまっしろなドリン
クをまぜると、しろくまの衣装と同
じきれいな水色になる♪
ホワイトチョコみるくの優しい甘さ
が特徴のドリンクです。

900円(税込)

しろくまのホワイトチョコみるく

まぜるとやさしいねこのような黄
色に変わる♪
飲みやすいミルキーなミックスオレ
です。

900円(税込)

ねこのミックスオレ

まぜるとぺんぎん？のだいすきな
きゅうりのような緑色に変身♪
みんな大好きメロンソーダドリンク
です。

900円(税込)

ぺんぎん？のメロンクリームソーダ

まぜるととかげのような澄み渡っ
た水色に変わるっ♪
ライチとカルピス®の爽やかな味
わいのドリンクです。

900円(税込)

とかげのブルーカルピス®

まぜるととんかつのようなあたた
かい色味のオレンジ色に♪
すっきりとした甘さのオレンジティ
です。

900円(税込)

とんかつのアイスオレンジティ

特典
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その他のコラボレーション情報

ソラマチ1Fでは、すみっコぐらし10周年を記念したアニバーサリーカフェが開催中

です。10周年を記念した“かわいい”をぎゅぎゅっとつめこんだメニューが登場する

ほか、カフェオリジナルグッズも販売しています。

場 所： Box cafe&space 東京ソラマチ店

（東京ソラマチ 1階）

期間： 2022年7月1日(金)～9月4日(日)

『すみっコぐらし 10th Anniversary Cafe』 も東京ソラマチⓇで開催中

実施期間 2022年8月10日（水）～11月9日（水）

営業時間 10:00～21:00 （最終入場20:０0）

※営業時間が変更となる場合がございます。 東京スカイツリーⓇ公式HPに

てご確認ください。

実施場所 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への入場でご覧いただけます。

アクセス 東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」、

各線「押上（スカイツリー前）駅」すぐ

実施内容 １. 天望回廊での展示演出

２. 天望デッキ フロア345 ザ・スカイツリーショップ内での限定オリジナル

グッズ販売

３．天望回廊 フロア４４５での限定オリジナルフォトサービス販売

4. 天望デッキ フロア340「SKYTREE CAFE」での限定オリジナルカフェメニュー販売

5. 天望デッキ フロア350「SKYTREE ROUND THEATER®」での特別映像の上映

６. 特別ライティング点灯

※ 実施内容は、変更になる可能性があります。予めご了承ください。

公式サイト https://www.sumikkogurashi-10th-project.jp/skytreeevent/

『そらのおばけのナイトパーク in TOKYO SKYTREE® 』 実施概要

すみっコたちが東京ソラマチでも登場⁉（予告）
今後、ソラマチなどの東京スカイツリータウン内各所でもすみっコたちが登場するかもしれません。詳細は後日発表しま

す。
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■すみっコぐらしとは ～すみっコぐらしは今年で10周年を迎えます～

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが

幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、

カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。

日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見る https://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、自社デザイナーによる100％オリジナルキャラクター商品の製造・販売・ライ

センスビジネスを手掛けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、人の心に寄り添い、包み込

んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。その不思議な魅力と世界観に多くの人々が引きこまれています。世界

中にキャラクターの癒しの力、優しさを届けるべく、様々なイベント、企業とのタイアップなど企画しています。

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック！

グッズやイベント情報を随時更新中！

すみっコぐらし プロフィール

『そらのおばけのナイトパーク in TOKYO SKYTREE ® 』では、

すみっコぐらしの新テーマ「おばけのナイトパーク」とコラボしています。

おばけになりきったすみっコたちに加え、「おばけ」と新キャラクター「お

ばけのなかま」も東京スカイツリーに登場します。

「おばけ」 新キャラクター 「おばけのなかま」
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●すみっコぐらし通信（San-X ネット）

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

●すみっコぐらし公式Twitter 

https://twitter.com/sumikko_335

●すみっコぐらしアプリ

https://www.san-x.co.jp/sumikko/app/

●すみっコぐらし公式ファンクラブサイト

https://sumikkogurashi.jp/

―――――――――――――――――――――――――
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【―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）

https://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/
https://www.san-x.co.jp/sumikko/
https://twitter.com/sumikko_335
https://www.san-x.co.jp/sumikko/app/
https://sumikkogurashi.jp/

