２０２０年１０月２０日

今年の東京スカイツリータウン®のクリスマスは心が温かくなり、心も休まるプログラムをご用意
東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０２０

２０２０年１１月６日（金）～１２月２５日（金）
今年もテレビ東京とタッグを組み、心を繋ぐ楽しいクリスマスイベントを開催
ここでしか見られないオリジナル配信コンテンツも開設！
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、２０２０年１１月６日（金）～１２月２５日（金）の期間「東京スカイ
ツリータウン®ドリームクリスマス２０２０」を開催します。
今年は“～holy good time!!～”がテーマ。東京スカイツリータウンに訪れた人がほっこり心が
温かくなり、心休まるクリスマスを楽しく過ごしてもらえるように、温かみのある約４０万球の
イルミネーションで彩ります。東京スカイツリー ® では、クリスマスツリーやキャンドルの炎を
イメージした、新デザインの限定ライティングを点灯します。
また、昨年に引き続きテレビ東京とのコラボレーションイベント「テレ東 冬のあったかパーク
２０２０ in TOKYO SKYTREE TOWN®」を２０２０年１１月２７日（金）より開催します。１２月２５
日（金）公開予定の「劇場版ポケットモンスター ココ」をイメージしたこの冬限りの「あったか
イルミネーション」、そして「あったかフードコート 」を展開。グルメサイトでも大人気の
「ミート矢澤」や「ジョエルロブション」など有名店が登場します。
さらに今年は、テレビ東京と東京スカイツリータウンがタッグを組み、テレビ東京公式YouTube
チ ャ ンネ ル内 にて 「あっ たか スカ イツ リー ® TV （ 仮） 」を 開設 予定 。テ レビ 東京 の人 気番 組
コンテンツや、ここでしか見られないオリジナルコンテンツを配信。こちらをご覧いただくと
より一層、東京スカイツリータウンを楽しむことができるようなラインナップを予定しており、
配信を通して「あったかパーク」を盛り上げます。
そのほか、季節限定のコスチュームをまとった東京スカイツリー公式キャラクター ソラカラ
ちゃんのお出迎えや『SKYTREE ROUND THEATER®』でのクリスマス限定特別プログラム上映などを
実施します。なお、詳細は決定次第お知らせします。
概要は別紙のとおりです。
以 上

△東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス
２０２０ キービジュアル

△イルミネーション（過去の様子）

＜お問い合わせ先＞
東京スカイツリーコールセンター ℡ ０５７０－５５－０６３４（１１：００～１９：００ ※当面の間）
東京ソラマチコールセンター
℡ ０５７０－５５－０１０２（１１：００～１９：００ ※当面の間）
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＜別 紙＞

１．イルミネーション
東京スカイツリータウン®全体が、温かみのある約４０万球のイルミネーションで彩られます。
そのほか、東京スカイツリーをバックに「映える」写真が撮れるフォトスポットなど、
タワーのある街ならではの場所としてお楽しみいただけます。
■期

間

■時
■場

間
所

２０２０年１１月６日（金）～１２月２５日（金）
※一部のイルミネーションは２０２１年３月７日（日）まで点灯予定です。
※イベント等により、仕様の変更が生じる場合があります。
１６：００～２４：００
東京スカイツリータウン各所

△イルミネーション（過去の様子）

２．テレ東 冬のあったかパーク２０２０ in TOKYO SKYTREE TOWN®
昨年に引き続き、今年もテレビ東京とのコラボレーションイベント
「テレ東 冬のあったかパーク２０２０ in TOKYO SKYTREE TOWN®」を
開催します。今年は『あったかイルミネーション』や『あったか
フードコート』に加え、今年初登場の『あったかスカイツリー ® TV
（仮）』を実施します。
『あったかイルミネーション』は１２月２５日（金）公開予定の
「劇場版ポケットモンスター ココ」をイメージしたこの冬限定の
イルミネーションです。『あったかフードコート』はグルメサイトで
も大人気の「ミート矢澤」や「ジョエルロブション」など有名店が
登場します。さらに、「あったかフードコート」公式アンバサダーと
して高橋真麻さんが就任！イベントを盛り上げていただきます！
さらにテレビ東京と東京スカイツリータウンがタッグを組み、
テレビ東京公式YouTubeチャンネル内にて『あったかスカイツリー® TV
（仮）』を開設予定。テレビ東京の人気番組コンテンツや、
ここでしか見られないオリジナルコンテンツを配信します。
■期

間

２０２０年１１月２７日（金）～１２月２５日（金）

■場

所

東京スカイツリータウン４階

スカイアリーナ

※内容や演目によって日程が異なります。
※内容の詳細は後日発表いたします。
※入場無料（一部有料コンテンツあり）

△「テレ東 冬のあったかパーク
in TOKYO SKYTREE TOWN®
２０２０」ロゴ

ほか
△あったかフードコート
公式アンバサダーの
高橋真麻さん

※各タイトルは予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※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。
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３．東京スカイツリー® 新デザインのクリスマス限定ライティング
東京スカイツリーを世界一高いクリスマスツリーに見立てた「シャンパンツリー」とキャンドル
に見立てた「キャンドルツリー」のクリスマス限定ライティングを、新しいデザインで点灯します。
今年は２０２０年２月のライティング照明機器の増設により、これまで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
点灯し、連続性のある演出で装いも新たになります。
■期

間

■時

間

２０２０年１１月６日（金）～１２月２５日（金）
※１１月１２日（木）、１２月１０日（木）、１２月２３日（水）を除く
１１月 ６日（金）～１２月２２日（火） １７：３０～２２：００
１２月２４日（木）～１２月２５日（金） １７：３０～２４：００
※１１月６日（金）～１２月２２日（火）の２２：００～２４：００は「粋」「雅」
のぼり
「 幟 」のいずれかを点灯します。
※内容、点灯時間を変更する場合があります。
※最新情報は東京スカイツリー公式ホームページをご覧ください。
http://www.tokyo-skytree.jp/

△シャンパンツリー（イメージ）

△キャンドルツリー（イメージ）

もみの木をイメージした東京スカイツリーを

揺らぎながらも力強く燃え続けるキャンドル

シャンパンゴールドの光で彩ります。

の炎をイメージしたライティングです。

４．東京スカイツリータウン® クリスマスイベント
クリスマスの装飾で彩られた東京スカイツリーの展望台や東京ソラマチ ®の各所で、東京スカイ
ツリー公式キャラクター ソラカラちゃんのお出迎えやアカペラ等、クリスマスらしいイベントを
開催します。
展望台内で実施するイベントは、展望台への入場料のみでご参加いただけます。

（１） クリスマス限定 ソラカラちゃんのお出迎え
クリスマス限定のコスチュームをまとったソラカラちゃんが、
東京スカイツリーにご来場の皆さまをお出迎えいたします。
いつどこで、どんな衣装を着たソラカラちゃんが登場するかは、
お楽しみ。
■期
■時
■場

間
間
所

２０２０年１１月６日（金）～１２月２５日（金）
不定期
東京スカイツリー内各所
※予告なく内容が変更、または中止となる場合が
あります。

※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。

△クリスマス限定コスチュームを
着たソラカラちゃん（イメージ）
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（２） ＳＫＹＴＲＥＥ ＲＯＵＮＤ ＴＨＥＡＴＥＲ®
東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０の横幅約１１０メートル、高さ約２メートルの
窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた 『SKYTREE ROUND THEATER ® 』で、クリスマス限定の
特別プログラムを上映。この時期限定の特別映像を、夜景とともにお楽しみいただけます。
■期
■時

間
間

■場

所

２０２０年１１月６日（金）～１２月２５日（金）
１７:３０／１９:００／１９:４５（各日３回、各回約３分上映）
※他のイベント開催時など、休止する場合があります。
東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

△SKYTREE ROUND THEATER®（イメージ）

（３） ソラマチアカペラストリート
今年で９回目を迎えるソラマチアカペラストリート。本年もオーディションで選ばれたグループ
がＪ－ＰＯＰ、ゴスペル、ドゥワップ、ＰＯＰＳなど様々なジャンルを多彩なコーラスワークで
熱唱します。
■期
■場

間
所

２０２０年１２月５日（土） 、６日（日）
東京スカイツリータウン®内各所
※詳細は東京ソラマチ公式ＨＰにてお知らせします。

△ソラマチアカペラストリート（過去の様子）
※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。
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（４） スカイツリーサンタの窓ガラスそうじ
期間限定で、東京スカイツリー®展望台の窓ガラス清掃用ゴンドラに、サンタクロース
コスチュームを着た清掃作業員が乗って窓ガラスを清掃します。
■期

間

■場

所

２０２０年１１月６日（金）～１２月２５日（金）の期間中に不定期で開催
※気象条件を考慮のうえ、期間中の各月６～７日程度開催
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窓ガラス清掃（過去の様子）

５．東京スカイツリー 展望台内・４階 入口フロアのクリスマス装飾
東京スカイツリーの天望デッキや天望回廊、４階 入口フロアでは、クリスマス限定の装飾や
フォトスポットが設置されます。
■期間・場所 【天望回廊 フロア４５０】
２０２０年１１月６日（金）～１２月２２日（火）
【天望デッキ フロア３５０・４階 入口フロア】
２０２０年１１月６日（金）～１２月２５日（金）

△上：天望回廊 ソラカラポイント（過去の様子）
下：天望デッキ フロア３５０（過去の様子）

△４階 入口フロア（過去の様子）

※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。
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６．Sky Restaurant 634（musashi）クリスマス特別ディナーコース
東 京 ス カ イ ツ リ ー 天 望 デ ッ キ フ ロ ア ３ ４ ５ の 「 Sky
Restaurant 634（musashi）」では、落ち着きある雰囲気の中、
地上３４５メートルからのきらめく光の夜景を眺めながら江戸
の粋とフランス料理の雅さを融合した「東京キュイジーヌ」の
コース料理をご堪能いただけます。
■期

間

■時
■場
■料

間
所
金

２０２０年１２月１９日（土）～
１２月２５日（金）
１７：３０～２２：００ （最終予約時間１９:００）
東京スカイツリー天望デッキ フロア３４５
フレンチコース ３０，０００円
鉄板コース
４０，０００円
（各コース、税・サービス料込／１名様）
※別途、天望デッキへの入場料が必要です。
※コース料金にお飲み物代は含まれておりません。
※事前決済が必要です。
※クリスマスディナーコースは、中学生以上とさせて
いただきます。
※ドレスコードをスマートカジュアルで設けています。
詳しくはお問い合わせ下さい。

■お問い合わせ・ご予約

TEL ０３－３６２３－０６３４
（１０：００～１９：００）
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△クリスマスディナーコース
（イメージ）

７．東京スカイツリータウン®のウインタープログラム
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®

「Gift of Light ～星明りに包まれて～」
日常にあふれる光をテーマに、ささやかな幸せをお届け
する、癒しのプラネタリウム作品。上映中に香る
オリジナルアロマが、やわらかな陽射しや優しく照らす
星々を感じさせてくれます。今作品のナレーションは映画
「 君 の名 は 。」 や ドラマ 「 恋は つ づく よど こま で も 」
など数々の作品に出演する女優の上白石萌音さん。
プラネタリウム作品のナレーションは初めてとなります。
また、クリスマスキャンペーンとして 「a Gift from
the Stars」も開催します。

△メインビジュアル

「Gift of Light ～星明りに包まれて～」
■期

間

１１月２８日（土）より上映開始

■時

間

１０：００の回～２１：００の回（上映時間：４５分）

■料

金

三日月シート：４,４００円 / 一般シート：１,７００円
※料金は税込です。
※三日月シートは１枚のチケット料金に大人２名様分の鑑賞料金を含んでいます。

「a Gift from the Stars」
■期

間

１１月６日（金）～１２月２５日（金）
※１１月２４日（火）～２７日（金）は休館日となります。

■内

容

キャンペーン期間中に上映している全作品より、お好きな作品を鑑賞したお客さまの
中から抽選で合計１５名様に、オリジナルダイヤモンドネックレス「ETOILE Necklace
（星のネックレス）」や、優しく照らす星々の光をイメージした香りのオリジナル
アロマ「ShinyStar」などが当たるプレゼントキャンペーンです。

※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。

