
２０２１年１０月１４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、２０２１年１１月１日（月）～１２月２５日（土）の期間、「東京

スカイツリータウン®マジカルクリスマス ２０２１」を開催します。

まるで東京スカイツリータウン全体が魔法にかけられたような、幻想的で煌びやかな約４０万球

のイルミネーションで彩られ、４階のスカイアリーナには高さ８ｍのクリスマスツリーが登場、

マジカルな演出をお楽しみいただけます。また、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、限定ライティングを点灯します。

さらに、今年は２年ぶりに「ICE SKATING PARK」がオープンします。本物の氷を使用した本格的

なアイススケートリンクで、夜はイルミネーションや東京スカイツリーのライティングを眺め

ながらスケートをお楽しみいただけます。

このほか、クリスマス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

ちゃんのグリーティングやスカイツリーサンタの窓ガラスそうじなど、様々なイベントを実施

します。

詳細は別紙のとおりです。
以 上
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高さ８ｍのクリスマスツリーやアイススケートリンクが登場！

東京スカイツリータウン®マジカルクリスマス ２０２１

２０２１年１１月１日（月）～１２月２５日（土）

【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）



まるで東京スカイツリータウン全体が魔法にかけられたような、幻想的で煌びやかな約４０
万球のイルミネーションで彩られます。４階のスカイアリーナには高さ８ｍのクリスマス
ツリーが登場！様々な色に変化する照明で「マジカル」なクリスマスを演出します。

■期 間 ２０２１年１１月１日（月）～１２月２５日（土）
※一部のイルミネーションは２０２２年３月６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。

■時 間 １６：００～２４：００
■場 所 東京スカイツリータウン各所

イルミネーション

ICE SKATING PARK

©TOKYO-SKYTREETOWN ©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。

今年の冬はスカイツリータウンに２年ぶりにアイススケートリンクがオープンします。本物
の氷を使用した本格的なアイススケートリンクで、夜はイルミネーションや東京スカイツリー
のライティングを眺めながら滑ることができ、東京スカイツリー®の足元にあるスケート
リンクならではの体験をお楽しみいただけます。

詳細は決まり次第、別途お知らせいたします。

■期 間 ２０２１年１２月上旬～２０２２年２月下旬（予定）
■時 間 月～木：１１：００～２０：００

金～日・祝日：１１：００～２１：００
■場 所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ
■料 金 未定

△ICE SKATING PARK（過去の様子）

＜別紙＞

△上：クリスマスツリー（イメージ）
下：ソラマチひろば（過去の様子）

△ソラミ坂ひろば（過去の様子）



東京スカイツリーを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２種類のクリスマス限定ライティングを点灯します。

△シャンパンツリー

もみの木をイメージした東京スカイツリーを

シャンパンゴールドの光で彩ります。

△キャンドルツリー

揺らぎながらも力強く燃え続けるキャンドル

の炎をイメージしたライティングです。

■期 間 ２０２１年１１月１日（月）～１２月２５日（土）

※１１月７日（日）～１２月１９日（日）までの毎週日曜日および

１１月６日（土）、１２日（金）を除く

■時 間 １１月１日（月）～１２月２３日（木） １７:３０～２２:００

１２月２４日（金）、２５日（土） １７:３０～２４:００

※１１月１日～１２月２３日の２２:００～２４:００は

「粋」「雅」「 」のいずれかを点灯します。幟
のぼり

 

東京スカイツリー®クリスマス限定ライティング

©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。

※スケジュールや内容、点灯時間は都合により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。

https://www.tokyo-skytree.jp/
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スカイツリーサンタの窓ガラスそうじ

©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。

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 ２０２１年１２月１日（水）～２５日（土）

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６～７日程度開催

■場 所 東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊

△スカイツリーサンタの窓ガラスそうじ
（過去の様子）

東京スカイツリー 館内装飾

東京スカイツリーの天望デッキ内と４階 入口フロアには、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 ２０２１年１１月１日（月）～１２月２５日（土）

■場 所 天望デッキ フロア３５０・４階 入口フロア

△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）

ソラカラちゃんのクリスマスグリーティング

■期 間 ２０２１年１１月１日（月）～１２月２５日（土）

■時 間 １３：３０（約１５分）

■場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

※予告なく内容が変更、または中止となる場合が

あります。

クリスマス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、

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。



プラネタリウム天空では、今年のクリスマスがキラッと輝く夢のようなひと時になります

ように、と願いを込めて「Dream of Twinkling Stars」と題した特別企画を実施します。

イルミネーション気分が味わえる、ウェルカム映像の投映や、おうち時間がきらめく

プレゼントキャンペーンを開催します。

※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。

■内 容

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Ⓡ

①星空ときらびやかな光に包まれる「イルミネーションドーム」

本編をお楽しみいただくまでの入場時に、キラキラと輝く無数

の星の下で、幻想的なイルミネーションを楽しめる、

ウェルカム映像を投映いたします。

作品上映前のため、写真撮影もお楽しみいただけます。

プラネタリウムで、心華やぐクリスマスを過ごしてみませんか。

※クリスマス映像は作品上映前の入場時に投映します。

※対象外の作品もございます。詳細は天空公式WEBサイトをご確認ください。

②抽選で合計１５名様にキラッと輝く星のプレゼント

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名様に素敵

なプレゼントが当たります。

・オリジナルダイヤモンドネックレス …５名様

「ETOILE Necklace（星のネックレス）」

・おうちで楽しむ星空セット …１０名様

オリジナルアロマ、アロマ加湿器(Air Bic Camera協賛)

中川大志と巡る、星と幻の花を探す旅

『Night Flower ～星ふる島の一夜花～』上映スタート

２０２１年１１月１９日(金)より新作「Night Flower ～星ふる

島の一夜花～」を上映いたします。

本作は、美しい星空が見られることで有名な沖縄県西表島に咲く、

幻の花「サガリバナ」を探す旅体験ができるプラネタリウム作品

です。

ナレーションは俳優・中川大志さんが担当します。

プラネタリウムから美しい星と命あふれる島へ出かけましょう。

■期間 ２０２１年１１月１９日(金)より上映開始

■期 間 ２０２１年１１月１日（月）～１２月２５日（土）

△イルミネーションドーム
（イメージ）

△オリジナルダイヤモンドネックレス
（イメージ）

△キービジュアル

△キービジュアル



■期 間 ２０２１年１２月１８日（土）～

１２月２５日（土）

■時 間 １７：３０～２１：００ （最終予約時間１９:００）

■場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア３４５

■料 金 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のご利用は、１０歳以上のお子様とさせて

頂きます。

※ドレスコードをスマートカジュアルで設けています。

※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。

■お問い合わせ・ご予約 TEL ０３－３６２３－０６３４

（１０：００～１９：００）

Sky Restaurant 634（musashi）クリスマス特別ディナーコース

△クリスマスディナーコース
（イメージ）

東京スカイツリー天望デッキフロア３４５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。
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