２０１８年１０月２６日

東京スカイツリーⓇの足元で、スケートを楽しもう！！

東武タウンソラマチ株式会社
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ソラマチⓇ では、毎年恒例となった、
本物の氷を使用したアイススケートリンク「TOKYO SKYTREE TOWN® ICE SKATING PARK 2019」を２０１９年１月
４日（金）～３月１０日（日）の期間、東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナにオープンします。
本年も、小学生未満のお子さま専用のプラスチック製キッズリンクと雪遊びコーナーが好評のお子さま向け
のキッズコーナーを設置します。さらに、経験豊富なスタッフがマンツーマンでサポートするワンポイント
レッスンを実施し、初心者や久しぶりにスケートをする方も安心して楽しむことができます。
期間中の土日祝日に東京スカイツリーの公式キャラクター ソラカラちゃんのグリーティングを実施する
ほか、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アイス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。
オープン日の２０１９年１月４日（金）には、女優でスケート競技者でもある本田望結さん、本田紗来さん
姉妹にお越しいただくオープニングセレモニーイベントを開催します。
その他、東京スカイツリー展望台とセットになったお得な特別企画入場券の販売や、チケット半券サービス
および各種優待などもご用意しており、東京スカイツリータウンで一日中楽しめるサービスを実施します。
また、本年は初めて訪日外国人向けに、パスポートのご提示で割引サービスも実施します。
詳細は、別紙のとおりです。

▲TOKYO SKYTREE TOWN® ICE SKATING PARK
（過去の様子）
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～シタマチ・ワンダーランド計画～
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。訪れるすべての人のワンダー
ランドになるために。東京スカイツリータウンの挑戦が続きます。

本件に関するお問い合わせ
東京ソラマチ コールセンター ℡ ０５７０－５５－０１０２（受付時間：１０：００～２１：００）

＜別 紙＞

TOKYO SKYTREE TOWN® ICE SKATING PARK 2019 について
開催日時：２０１９年１月４日（金）～３月１０日（日）
営業時間：月 ～ 木 １１：００～２０：００
金土日祝 １１：００～２１：００
※最終受付は営業終了の３０分前までとなります。
※天候等の状況により中止および開始時間が変更になる場合があります。
※１月４日（金）はオープニングセレモニーイベントの開催により開始時間が変更になります。

開催場所：東京スカイツリータウン Ⓡ ４階 スカイアリーナ
料
金：大人 １，６００円（税込）
小人（中学生以下）９００円（税込）
＜事前購入＞
事前購入でお得な滑走券をお買い求めいただけます。
販売価格：大人 １，４００円（税込）
小人（中学生以下）７００円（税込）
親子券（大人１名+小人１名） ２，０００円（税込）
購入方法：全国のセブン‐イレブン、チケットぴあ
※事前購入は入場日の前日まで購入可能。当日現地でのご購入はできません。
※当日購入、事前購入ともに貸靴料込。
※ご利用には手袋が必要となります。当日現地での販売（ ３００円税込）もあります。

▲夜は東京スカイツリーのライティングやイルミネーションを眺めながらスケートを楽しめます。
（過去の様子）
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■キッズコーナー
お子さまが安全に楽しめるキッズコーナーを設置します。小学生未満のお子さま専用の約１０平方
メートルのプラスチック製リンク「キッズリンク」を設置し、お子さまでも安心してスケートをお楽しみ
いただくことができます。また、キッズリンクの横には、アイススケートリンクの氷を利用した雪遊び
コーナーを設置し、冬の醍醐味である雪遊びをお楽しみいただけます。
【キッズリンク】
料
金：５００円（税込）

【雪遊びコーナー】
料
金：無料

※キッズリンク貸靴料込。
※ご利用には手袋が必要となります。
当日現地での販売（３００円税込）もございます。

■ワンポイントレッスン
はじめてスケートをする方やスケートに自信がない方、
お子さまのために、マンツーマンでスタッフがスケートを教える
ワンポイントレッスンをご用意しております。スケートリンク
入場受付時にお申込みください。
料

金：５００円（税込）
※別途スケート滑走料金（大人１，６００円）がかかります。

所要時間：約１０分

▲お子さまにはヘルメットとプロテクターを無料で
お貸し出しします。
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各種イベントについて
■本田望結・紗来オープンニングセレモニー
「TOKYO SKYTREE TOWN ® ICE SKATING PARK 2019」のオープン
を 記念 して 、女 優で フィ ギュ アス ケー ターとし ても 活躍 中の
本田望結さんと同じくスケート競技をされている本田紗来さん
姉妹が来場し、スケーティングを披露していただくほか、
スケートの魅力などについてお話しいただくトークショーを行
います。
開催日時：２０１９年 1 月４日（金）１２：３０～１３：００
内
容：トークショー、スケーティング

▲本田紗来さん

▲本田望結さん

※観覧無料
※当日のスケートリンクオープンは
１４時を予定しております。
※天候状況により中止とさせて
いただく場合がございます。

▲2018 年 1 月に行われたオープニングセレモニーの様子
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■ソラカラちゃんのスペシャルグリーティング
通常は東京スカイツリー Ⓡ の館内でしか会うことができない東京スカイツリー
公式キャラクターのソラカラちゃんがアイススケートリンクに遊びに来る
スペシャルグリーティングを行います。
開 催 日：２０１９年１月５日（土）～３月１０日（日）の土日祝日
時
間：１２：００
※１５分程度 の 実施となります。
※スケートリンクにご入場の方のみ参加可能です。
※天候状況により中止とさせていただく場合がございます。

▲ソラカラちゃん
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お得なサービスについて
■チケット半券サービス
東京スカイツリーの展望台入場券もしくは、
「TOKYO SKYTREE TOWN® ICE SKATING PARK 2019」の入場券を
持ってそれぞれの施設に行くと特別なサービスが受けられます。
実施期間：２０１９年１月４日（金）～３月１０日（日）
サービス：●TOKYO SKYTREE TOWN® ICE SKATING PARK 2019
大人料金 1,600 円が 1,400 円に、小人料金 900 円が 800 円になります。
●東京スカイツリーⓇ
東京スカイツリー天望デッキ当日券を並ばずに購入できます。

■特別企画入場券「東京スカイツリー ® & TOKYO SKYTREE TOWN ® ICE SKATING PARK」
東京スカイツリー天望デッキ入場券と「TOKYO SKYTREE TOWN® ICE SKATING PARK 2019」の入場券、さらに
オリジナルグッズがセットになった特別企画券を販売します。
実施期間：２０１９年１月４日（金）～３月１０日（日）
販売期間：２０１８年１２月上旬～２０１９年３月９日（土）
販売価格：大人 平日２，８００円、土日祝３，０００円（税込）
小人 平日１，４００円、土日祝１，５００円（税込）（中学生以下）
購入方法：東京スカイツリー公式 HP、全国のセブン‐イレブン、チケットぴあ
※入場日の前日まで購入可能。当日現地でのご購入はできません。

内

容：①東京スカイツリー天望デッキ入場券【指定日のみ有効】
②TOKYO SKYTREE TOWN® ICE SKATING PARK 2019 入場券【貸靴料込・開催期間中有効】
③THE SKYTREE SHOP オリジナルグッズセット【指定日のみ引換可能】
※大人の場合天望デッキ料金通常２，０６０円（当日券/大人）と ICE SKATING PARK 通常１，６００円
（大人）に、THE SKYTREE SHOP のオリジナルグッズが付いたお得なチケットです。
※ご利用には手袋が必要となります。当日現地での販売（３００円税込）もございます。
※小学生未満のお子さまは、キッズコーナーへ変更いただくこともできます。

▲東京スカイツリーの足元にあるスケートリンク
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▲富士山を望む機会の多い冬場の天望デッキからの眺望

■TOKYO SKYTREE TOWN ® ICE SKATING PARK 2019 での各種優待・割引
年々増加している海外からお越しのお客さまに向けて、本年は初めてパスポートのご提示で割引になる
サービスを実施します。
方法

料金

備考

優待
東武カード会員カード

※同伴者1名まで可

大人

東京スカイツリー周辺散策フリーきっぷ
浅草下町フリーきっぷ

ご提示

東京スカイツリーパノラマきっぷ

1,600円⇒1,400円
小人（中学生以下）

※ご本人さまのみ

900円⇒800円

auスマートパス
割引
大人
パスポート割（訪日外国人向け）

ご提示

1,600円⇒1,400円
小人（中学生以下）

※ご本人さまのみ

900円⇒800円
バレンタインカップル割（2/1～2/14）

-

3,200円⇒2,000円

学生証（平日のみ）

ご提示

1,600円⇒1,400円

レディースデイ（毎週金曜日）

-

1,600円⇒1,400円

※大人（高校生以上）のみ
※ご本人さまのみ

※すべての料金は貸靴料込みです。
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