
２０２２年２月２４日

東武タワースカイツリーおよび東武タウンソラマチ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。

２０２２年３月１日（火）～４月１０日（日）は、東京スカイツリー®では桜をイメージした特別

ライティング「舞」を点灯するほか、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。東京スカイツリータウン４階

スカイアリーナでは、コーヒーとおやつのイベント「YORIMICHI CAFE STREET」を初開催します。

押上周辺エリアで人気のカフェなど約１０店舗が一堂に会し、各店自慢のおいしいコーヒーや

お菓子などを販売します。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」や、東京ソラマチと東京ミズマチのお買物やお食事と一緒に

スタンプラリーを楽しめる「東京ソラマチ×東京ミズマチ HARUハイク」を開催します。

また、４月中旬～５月上旬のゴールデンウィーク期間にかけて、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「東京スカイツリータウン®

こいのぼりフェスティバル ２０２２」を開催します。

※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。

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

お花見気分でお食事やお茶を楽しめるスポットや

コーヒーとお菓子を楽しめるイベントも！

東京スカイツリータウン® 春のイベント
２０２２年３月１日（火）～４月１０日（日）

東京スカイツリーで桜をイメージした、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」
©TOKYO-SKYTREE

■期 間 ①２０２２年３月１日（火）～９日（水）、

３月１５日（火）～３０日（水）

②２０２２年３月３１日（木）～４月１０日（日）

■時 間 ①１８：４５～２２：００

②１９：００～２２：００

（１） 特別ライティング「舞」の点灯

※３月２６日（土）２０：３０～２１：３０は世界最大級の消灯アクション

「EARTH HOUR 2022」に賛同しライティングを消灯します。

東京スカイツリーⓇ 春のイベント
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※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。

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 ２０２２年３月１日（火）～４月１０日（日）

■時 間 １０：３０／１２：００／１３：３０

１５：００／１６：３０／１８：００

■場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

および東京スカイツリータウン館内

（２） 春限定コスチュームのソラカラちゃんグリーティング

※予告なく内容が変更、または中止となる場合があります。

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、浮世絵風のタッチの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 ２０２２年３月１日（火）～４月１０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
△天望デッキフロア３５０

館内装飾（イメージ）

©TOKYO-SKYTREE

（３） 東京スカイツリー の桜装飾

△春限定コスチュームを着た
ソラカラちゃん（イメージ）

©TOKYO-SKYTREE

雑誌「オズマガジン」とコラボしたコーヒーとおやつのイベント「YORIMICHI CAFE STREET」を

初開催！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とした

グルメ店や雑貨店、約１０店舗が一堂に会します。東京スカイツリー®を見上げながら各店自慢の

おいしいコーヒーやお菓子を屋外で楽しめます。

※荒天等により縮小や中止となる場合があります。

■期 間 ２０２２年３月１９日（土）～２１日（月・祝）

３月２６日（土）・２７日（日）

■時 間 １１：００～１９：００

■場 所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ

（１） YORIMICHI CAFE STREET

オーロラキッチン（小村井）

東京スカイツリータウンⓇ 屋外で楽しむ春のイベント

住宅地の路地裏に佇むオーガニック
カフェ。ソイマフィンやソイスコーン、
ホシノ天然酵母の自家製パンなど人気
の焼き菓子を中心にご用意。

【出店店舗一例】

PERK SHOP（錦糸町）

建築設計事務所に併設する観葉植物と
コ ー ヒ ー のお 店 。 イベン ト で は
スペシャリティコーヒーやクッキーの
ほかサボテンなどの植物も扱う。

THINGS'N'THANKS（押上）

海 外 の 文 房具 、 雑 貨など を 扱 う
ビンテージショップ。イベントでは
限定のオリジナルキーホルダーや
ビンテージペーパーも販売予定。
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※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） 東京ソラマチⓇ×東京ミズマチⓇ HARU ハイク

今年の春は、東京ソラマチと東京ミズマチが４つの

キーワードで「かっこいい春」をご提案！「＃HARUウォーク」

「＃HARUピクニック」「＃HARUライフ」「＃HARUプレイ」の

テーマに合わせたアイテム・フードなどをご紹介します。

また４つのキーワードにちなんだスタンプラリーも開催。各

テーマに該当するショップでご購入、ご利用の際にもらえる

スタンプを４種類全て揃えると先着１００名様にフードポット

をプレゼント！スタンプ１つでも参加賞を差し上げます。

■期 間 ２０２２年３月１１日（金）～

４月１０日（日）

■場 所 東京ソラマチ、東京ミズマチ 対象店舗

東京ミズマチの店舗も駐車場サービスの対象に！

３月１８日（金）から東京スカイツリータウン駐車場お買い上げサービスの対象店舗に東京

ミズマチの店舗が加わります！春の陽気を感じながら東京スカイツリータウンから東京ミズマチへ

のお散歩をぜひお楽しみください。

■東京スカイツリータウン駐車場お買い上げサービス

東京スカイツリータウン・東京ミズマチ各店でのお買い上げ額の合計額（税込）により以下のサービスが

受けられます。

３，０００円以上で１時間無料／５，０００円以上で２時間無料／７，０００円以上で３時間無料

※各店でお会計の際に駐車券をご提示ください。

※一部サービス対象外の店舗・施設がございます。

△東京ソラマチさくらまつり（過去の様子）

©TOKYO-SKYTREETOWN

（３） 東京ソラマチ 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、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 ２０２２年３月２６日（土）～

４月１０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）
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※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。

東京スカイツリータウンⓇ 館内の春イベント

（１）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「ウルトラマントリガー

エピソードZ」を記念したコーナーなど盛りだくさんです。

■期 間 ２０２２年３月１９日（土）～４月３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/2022/

プラネタリウムでお花見気分！期間限定でウェルカム映像が満開の桜に！

開場後、本編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でのお花見はいかがでしょうか。

（２） 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 開催中～２０２２年４月１７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 「Night Flower ～星ふる島の一夜花～」

「流れ星を待つ夜に」

※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）

アテ
昨年画像

©円谷プロ
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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。

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

５月５日（木・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 ２０２２年４月中旬～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 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）

東京スカイツリータウン® こいのぼりフェスティバル ２０２２

東京スカイツリータウンⓇ ゴールデンウィーク イベント

（３） 郵政博物館

企画展 モダン・トウキョウの街と空 ～絵葉書で旅する東京。

ロストからネオの時代へ～

関東大震災後に生まれ変わった〈モダン・トウキョウ〉。

戦後の廃墟から再生（ Reborn）した〈ロスト・モダン・

トウキョウ〉。東京タワーが空を衝く、高度経済成長期の

〈ネオ・モダン・トウキョウ〉。この三つの〈トウキョウ〉の

姿について、絵葉書研究家生田誠氏の貴重なコレクションを

軸に、絵葉書、そして音楽などに遺された〈トウキョウ〉を

俯瞰する展覧会です。

【郵政博物館 営業のご案内】

■休 館 日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌火曜日）

■時 間 １０：３０～１６：３０（入館は１６：００まで）

■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

△（上）絵葉書「羽田空港から飛び立つ日航機」
昭和戦後期 生田誠所蔵

（下）絵葉書「ネオンの東京」昭和戦後期
生田誠所蔵

■期 間 開催中～２０２２年３月２１日（月・祝）

昭和の東京にタイムスリップしたかのようなフォト

スポットやトウキョウにまつわる名曲も楽しむことが

できます。

※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。 5


