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     地元墨田区木瀬部屋の力士との力比べや振る舞い酒、 

       恒例となっている書道家による書道パフォーマンスなどイベント盛りだくさん！ 

   「東京スカイツリータウン®のお正月」 
     ２０１７年１２月２６日（火）～２０１８年１月８日（月・祝） 

 
 

 

 

 

 

 

 

２０１７年１０月１９日 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

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 
 

東武タワースカイツリー（本社：東京都墨田区）および東武タウンソラマチ（本社：東京都墨田区）

にて運営を行っている東京スカイツリータウンでは、２０１７年１２月２６日（火）～２０１８年１月

８日（月・祝）の期間、“日本”をテーマに様々なイベントを開催します。 
 

東京スカイツリー®では地元墨田区にある木瀬部屋の力士を展望台にお招きし、一緒に力比べをして

写真撮影ができるイベントの開催をはじめ、公式キャラクター ソラカラちゃんと触れ合うことが   

できるお正月グリーティングの実施や、三が日限定で天望回廊へご入場のお客さまの先着２，０１８名

様へ絵馬ストラップのプレゼントを実施します。 

東京ソラマチ®では、毎年恒例となっている初空バーゲンの実施、墨田区出身の書道家 鈴木猛利氏に

よるパフォーマンスや書初めワークショップ、木瀬部屋力士による振る舞い酒をはじめ、獅子舞、新春

大道芸などのイベントの開催や、ユニークでお得な福袋も販売します。 
 

このほか、東京スカイツリーでは年越し特別ライティングの今回初となる終夜点灯や、お正月限定 

商品の販売、大凧や門松といったお正月らしい伝統装飾を施すなど、“タワーのある街”で“日本    

らしいお正月”を体感できる様々なイベントや装飾を行います。 

詳細は別紙のとおりです。 
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～シタマチ・ワンダーランド計画とは～ 

世界一のタワーのあるこの街は、粋な楽しさ、あったかい人情、ものづくりの伝統が息づいて

いる街。私たちはそのすべてを、新しいシタマチの楽しさに変えて届けたい。訪れるすべての

 

日本のお正月は、日本らしいお正月で。 
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＜別 紙＞ 
 

 

 

■東京スカイツリー®
 

（１）お正月三が日限定 お相撲さんと力比べ 

地元墨田区に根ざす日本の伝統文化である“相撲”の良さをより 

多くのお客さまに感じていただけるよう、墨田区にある木瀬部屋の 

力士を展望台にお招きし、一緒に力比べをして写真撮影ができる  

イベントを開催します。 

 

期  間  ２０１８年１月１日（月・祝）～１月３日（水） 

時  間  １月１日（月・祝）          ８：００／１０：００／１５：００ 

１月２日（火）、１月３日（水） ８：００／１０：００／１２：００／ 

１４：００／１６：００ 

※各回約１５分間 

場 所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

 

 

（２）年越し特別ライティングの終夜点灯 

新たな気持ちで新年をお迎えいただきたいという想いを込めて、日本国旗

をイメージした、年越し特別ライティングの終夜点灯を実施します。なお、

終夜点灯は今回が初めてです。 

 

点灯時間  ２０１７年１２月３１日（日） ２３：５０～ 

２０１８年１月１日（月・祝）  ６：００ 

 

※内容や日時・場所が予告なく変更する場合があります。 

 

 

（３）２０１８お正月限定 絵馬ストラッププレゼント 

東京スカイツリー公式キャラクター  ソラカラちゃん・スコブルブル・

テッペンペンが描かれた絵馬ストラップを、東京スカイツリー天望回廊へ

ご入場のお客さま各日先着２，０１８名様にプレゼントします。 

 

期  間  ２０１８年１月１日（月・祝）～１月３日（水） 

 

 

（４）ソラカラちゃんのお正月グリーティング 

新しいデザインの晴れ着姿の東京スカイツリー公式キャラクター

ソラカラちゃんと触れ合うグリーティングを実施します。 

 

期  間  ２０１８年１月１日（月・祝）～１月８日（月・祝）  

時 間  ９：００／１０：３０／１３：３０／１５：００／１６：３０ 

場 所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

 

１．イベント 

 

△お相撲さんと力比べ 

（過去の様子） 

 

△２０１８お正月限定絵馬ストラップ 

（イメージ） 
 

△ソラカラちゃんのお正月 

グリーティング 

（過去の様子） 
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△日本国旗をイメージした 

 年越し特別ライティング 
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■東京ソラマチ® 

（１）お相撲さんの振る舞い酒 

東京ソラマチにご来館いただいたお客さまへ新年最初のおもてなし

として、皆さまのご多幸を願い、地元墨田区にある木瀬部屋の力士 

より樽酒を振る舞います。 

 

期  間  ２０１８年１月１日（月・祝） 

時  間  １３：００ ※約３０分間 

場  所  東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろば 

 

（２）鈴木猛利
す ず き も う り

 初空書道パフォーマンス 

墨田区出身の書道家である鈴木猛利氏による書道パフォーマンス

を開催します。今回で６回目を迎え、一年の願いを込めて巨大な  

半紙にダイナミックな書道パフォーマンスを展開します。 

 

期  間  ２０１８年１月２日（火）、３日（水） 

時  間  １３：００ ※約３０分間 

場  所  東京スカイツリータウン®１階 ソラマチひろば 

※雨天の場合は場所が変更となります。 

 

（３）書初めワークショップ 

鈴木猛利氏による書初めのワークショップを開催します。新年 

への希望や想いを美しく綺麗な字で書き上げることができるように、

鈴木氏が指導を行う参加型のワークショップです。 

 

期  間  ２０１８年１月２日（火）、３日（水） 

時  間  １４：００／１４：３０／１５：００／１５：３０／ 

１６：００／１６：３０／１７：００／１７：３０ 

※各回約２０分間 

場  所  東京ソラマチ イーストヤード３階１２番地 特設会場 

参 加 費  無料 

参加人数  １回２０名様 
 

（４）ソラマチ新春大道芸 

大道芸人によるジャグリングやアクロバットなどのパフォーマンス

で、お正月のお祝い気分を盛りあげます。 

 

期  間  ２０１８年１月１日（月・祝）～３日（水） 

時  間  １２：００／１４：００／１６：００ 

場  所  東京スカイツリータウン内 

参 加 費  無料 

 

※荒天時は、場所や時間が変更となる場合がございます。 

 

 

 

△書初めワークショップ 

（過去の様子） 
 

△書道パフォーマンス 

（過去の様子） 
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△お相撲さんの振る舞い酒（過去の様子） 

△新春大道芸（過去の様子） 
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■東京スカイツリータウン® 

（１）獅子舞 

東京スカイツリー®の初営業および東京ソラマチ®の開店式に  

あわせ、獅子舞がお出迎えします。お囃子
は や し

の音色に合わせて踊りを 

披露し、無病息災を祈願します。 
 

期  間  ２０１８年１月１日（月・祝） 

時間・場所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０  

７：３０～７：５０８：００～８：２０（２０１７年１０月２３日 修正） 

東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろば 

１０：００～１０：２０／１１：００～１１：２０ 

※天候等の状況により、内容や日時・場所が予告なく変更する場合があります。 

 

（２）郵政博物館 

郵政博物館では、２０１７年に日本との外交関係樹立１５０周年

を迎えたデンマークを代表する作家アンデルセンの貴重な資料を 

展示する企画展、「ハンス・クリスチャン・アンデルセン―いつも  

そばにアンデルセンがいた―」を開催します。 

企画展では、オーデンセにあるハンス・クリスチャン・アンデルセン

に所蔵されている貴重な資料のほか、映画「野の白鳥」で実際に  

使用されたデンマーク王室マルグレーテ２世女王陛下ご制作の衣装 

なども展示します。 

また、２０１８年１月１日（月・祝）、１月２日（火）の二日間は、

入館者全員にはずれなしのお年玉くじのプレゼントや、ワーク  

ショップ＆バックヤードツアー付福袋の販売も実施します。 
 

期  間  ２０１７年１２月９日（土）～２０１８年２月１２日（月・振休） 

時  間  １０：００～１７：３０ （最終入場は１７：００まで） 

※１２月２９日（金）～１２月３１日（日）は休館します。 

※元日２０１８年１月１日（月・祝）は１３：００より開館します。 

 

 

東京スカイツリータウンでは、高さ約２メートルの門松や、大凧で有名な埼玉県春日部市の大凧

（最大縦約６メートル×横幅約４メートル）を飾ります。 

東京スカイツリーでは、天候が良ければ富士山を見ることができる展望台からの眺望とお正月の装飾

を施し、縁起が良い東京スカイツリーならではのお正月を味わっていただけます。 

東京ソラマチⓇではエントランスの二カ所に草月会東京北支部・西支部を中心に活動する師範会理事、

田中
た な か

鈴
れい

峰
ほう

氏による生け花を展示するなど、お正月にふさわしい装飾を各所に施します。 

 

（１）東京スカイツリー館内装飾 

期  間  ２０１７年１２月２６日（火）～２０１８年１月８日（月・祝） 

場  所  東京スカイツリー展望台内各所 

 

 

 

 

 

 

２．東京スカイツリータウンのお正月飾り 

△展望台の館内装飾（過去の様子） 
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△獅子舞（過去の様子） 
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△マルグレーテ２世女王陛下ご制作の 

 衣装（ハンス・クリスチャン・   

アンデルセン博物館所蔵） 
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（２）門松 

期  間  ２０１７年１２月２７日（水）～２０１８年１月７日（日） 

場  所  東京スカイツリータウン内Ⓡ各所 
 

 

 

 

（３）春日部の大凧 

①東京スカイツリーⓇ 

期  間  ２０１７年１２月２６日（火）～２０１８年１月８日（月・祝） 

場  所  東京スカイツリー５階 

 

②東京ソラマチⓇ 

期  間  ２０１７年１２月２７日（水）～２０１８年１月８日（月・祝） 

場  所  東京ソラマチ イーストヤード地下３階 エントランス壁面 

東京ソラマチ ウエストヤード２階 フードマルシェ 

 

（４）東京ソラマチ 初空華道展 ２０１８ 

開業以来、今年で５回目を迎え、草月流師範理事で、墨田区出身の田中  

鈴峰氏による創作華道でお客さまをお迎えします。 

竹と生花を大胆に生け込み、新年にふさわしい華やかで明るい生け花は、 

ご来場のお客さまに新春の慶びをお伝えする東京ソラマチ、新年の催しと 

して恒例となっています。 

 

期間：２０１８年１月１日（月・祝）～１月９日（火） 

場所：東京スカイツリータウン 地下３階 エントランススペース・１階エントランススペース 

 

 

場所：東京スカイツリータウン 地下３階 エントランススペース・１階エントランススペース（予定） 

 

東京スカイツリー天望デッキ フロア３４０、３５０にある「ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ」では、

ホットチョコレートを、お正月三が日限定で販売します。 
 

期 間  ２０１８年１月１日（月・祝）～１月３日（水） 

場 所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３４０ 

      天望デッキ フロア３５０ 

      ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ 

価 格  ホットチョコレート ５５０円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

©TOKYO-SKYTREETOWN                   

 

△春日部の大凧（過去の様子） 

△門松（過去の様子） 
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３．東京スカイツリー®「ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ」お正月三が日限定メニュー 

△初空華道展（過去の様子） 

 

△ホットチョコレート（イメージ） 
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東京ソラマチ®では、２０１８年１月１日（月・祝）～１月３日（水）の期間、例年好評なプラネタリウム

の貸し切り、山形牛をオーダーカットでお楽しみいただける福袋や、ＡＱＵＡ ＦＯＲＥＳＴの水槽を

丸ごとコーディネートする福袋など、各店にてユニークでお得な福袋を販売します。 

東京スカイツリータウン®で、お正月のお買いものをお楽しみください。 

 

プラネタリウム貸し切り利用券￥２０,０００  

コニカミノルタプラネタリウム“天空” （東京スカイツリータウン イーストヤード７階） 

募集期間：２０１８年１月１日（月・祝）～１月３日（水) 

実 施 日：１月中旬～２月上旬 の土日のいずれか 

実施時間：２２：００～２２：４５（予定） 

内  容：閉館後のプラネタリウムをお２人で（最大６名様まで  

可能）貸し切り、作品を鑑賞できる福袋です。特別な   

ひと時をお楽しみください。 

※先着３組様限定、ご来店でのご購入に限ります。 

※実施日は決まり次第ＨＰにてお知らせいたします。 

※ご希望日により上映作品は異なります。 

※上映作品により終了時間が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０㎝キューブ水槽超フルセット￥４９，８００ 

ＡＱＵＡ ＦＯＲＥＳＴ（東京ソラマチ イーストヤード１階） 

：２０１８年１月１日（月・祝）～ 

内 容：「ＡＱＵＡ ＦＯＲＥＳＴ」お正月限定オリジナル  

セット。水槽、照明、ろ過装置、キャビネットなど 

アクアリウムに必要なアイテムを盛り込んだ超お得

な福袋。このセットがあればお家ですぐに水草  

レイアウト水槽が始められます。 

また、１月３１日（水）まで使用可能な生体、水草、

テープ巻きの石、流木２０％ＯＦＦのチケットも 

プレゼントします。 

※１名様限定になります。 

※画像には、水草、流木、生体など、本セットに含まれないものも入っています。 

４．福袋 

※写真はイメージです。 

※価格は全て税込です。無くなり次第販売終了となります。 

 

山形牛まるまる１頭の半分（約１６０ｋｇ以上）福袋 
￥１,０８０,０００ 

ニュー・クイック （東京ソラマチ ウエストヤード２階） 

：２０１８年１月１日（月・祝）～１月３日（水） 

：深い味わいとまろやかな脂が魅力のブランド和牛・  

山形牛一頭を縦に半分にした約１６０ｋｇ分を、  

部位・重量等ご利用に応じてオーダーカット。山形牛

の全ての部位を贅沢にお楽しみいただける、お得な 

福袋です。 

※先着予約制、２名様限定になります。 

※ご来店またはお電話でのご予約のみ。 
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東京スカイツリーの１階、５階、天望デッキ  フロア３４５にあるオフィシャルショップ

「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」では、２０１７年１２月２６日（火）より２０１８年お正月

限定商品を発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５. 東京スカイツリー®オフィシャルショップ 「THE SKYTREE SHOP」 お正月限定商品 

©TOKYO-SKYTREE 

※価格は全て８％税込です。写真はイメージです。 

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。 

なだ万 紅白もなか２０１８  ￥１,２５０ 

【天望デッキ フロア３４５限定】 

１８０年以上の歴史があるなだ万からのお祝い 

もなか。 

国産もち米を使用した紅白の皮で仕上げました。 

もなかの餡は王道の粒餡十勝産小豆を使用。 

紅２個、白３個入り。 

江戸切子 干支で祝う月見グラス（赤・瑠璃） 

各￥６,１７２ 

【天望デッキ フロア３４５限定】 

伝統工芸士である大久保忠幸氏がひとつひとつ

作りあげた作品です。

２０１８年の干支「戌」をモチーフにした富士山と

東京スカイツリーが月に映るデザインです。 

※１２月１日（金）から販売。 

銀座松﨑煎餅 新年の三味胴２０１８ 

￥１,３５０ 

【１階、５階、天望デッキ フロア３４５】 

１８０４年創業の銀座松﨑煎餅を代表する瓦煎餅。 

東京スカイツリーと富士山、初日の出を描いた 

パッケージを開けるとお正月を彩る６枚が入って 

います。 

ソラカラちゃん 泉屋絵馬クッキー２０１８ 

￥６５０ 

【１階、５階、天望デッキ フロア３４５】 

晴れ着姿のソラカラちゃんたちと東京スカイツリーを

描いた絵馬型の大きなクッキー。 

シンプルな材料で作られた素材を生かした味で、新年

ならではのお土産におすすめです。 

アビステ干支ストラップ（戌） 

￥３，９９６ 

【天望デッキ フロア３４５限定】 

東京スカイツリーと干支「戌」のチャームがついて

います。全４種類。 
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【東京スカイツリータウン®の年末年始における営業時間について】 
 

 12月 31日（日） 1月 1日（月・祝） 1月 2日（火） 1月 3日（水） 

東京スカイツリーⓇ 

通常営業 8：00～22：00 

（最終入場時間 21：00） 

通常営業 

【初日の出特別営業】 

5：30～7：30 

(入場時間 5：30～6：30) 7：00～22：00 

（最終入場時間 21：00） 
8：00～22：00 

（最終入場時間 21：00） 

東京ソラマチⓇ 

物販店舗 

通常営業 10：00～21：00 
10：00～20：00※ 

通常営業 
飲食店舗 

通常営業 11：00～23：00 
11：00～21：00※ 

すみだ水族館 通常営業 9：00～21：00 通常営業 

プラネタリウム“天空”in  

東京スカイツリータウン® 

通常営業 

平日 11:00の回～21：00の回 

土日祝 10:00の回～21：00の回 

10：00の回～20：00の回 11：00の回～21：00の回 通常営業 

郵政博物館 

通常営業 10：00～17：30 

（最終入館時間 17：00） 

休館 

（12月 29日（金）～

12月 31日（日)） 

13：00～17：30 

（最終入館 17：00） 
通常営業 

東京スカイ 

ツリータウン 

屋外施設 

①スカイアリーナ 

通常営業 6：30～24：00 
6：30～23：00 通常営業 

②ドームガーデン 

通常営業 10：00～21：00 
10：00～20：00 通常営業 

③ファームガーデン 

通常営業 6：30～24：00 
6：30～23：00 通常営業 

④ソラミ坂 

通常営業 6：30～24：00 
6：30～23：00 通常営業 

⑤ハナミ坂 

通常営業 6：30～24：00 
6：30～23：00 通常営業 

⑥テラス部分 

通常営業 10：00～21：00 
10：00～20：00 通常営業 

※東京ソラマチ物販・飲食店舗については、一部店舗で営業時間が異なる場合がございます。 

※すみだ水族館・プラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン®・郵政博物館の営業の詳細につきましては各施設

へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
△東京スカイツリータウン屋外施設位置図 
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