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８周年を記念して、ミツバチ姿のソラカラちゃんグッズや限定メニューがたくさん！

東京スカイツリータウン® 開業８周年
スポーツフェスティバルやミニグルメフェスなど、屋外で楽しめるイベントも開催！

期 間：２０２０年９月４日（金）～１０月４日（日）

２０２０年８月２４日

東 武 鉄 道 株 式 会 社
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）にて運営を行って

いる東京スカイツリータウンは、２０２０年５月２２日（金）に開業８周年を迎えました。

例年開業月に開催していた周年記念イベントは、コロナ禍の社会状況を踏まえて延期して

おりましたが、各種感染症予防対策を行い、９月４日（金）～１０月４日（日）の期間で開催

します。今年は８周年記念品配布イベントを、フィナーレにあたる会期後半の１０月１日（木）に

実施します。

また、周年にちなんだ“８”に関連する商品やメニューを販売するほか、屋外で安心して

お楽しみいただけるイベントも開催します。

詳細は、別紙のとおりです。

以 上

【―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 ℡ 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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１．東京スカイツリータウン® 開業８周年記念プレゼント

※写真はイメージです。

東京スカイツリータウンの対象店舗で１会計１，０００円（税込）

以上お買い上げの方に「８周年記念ピンバッチ」をプレゼントします。

グランドオープンから毎年コレクションしているお客さまも

いらっしゃるオリジナルピンバッチです。１０月１日（木）から着用

する東京スカイツリー®の新ユニフォームにも取り入れられる着物の

帯をイメージしたデザインが特徴です。

期 間 ９月４日（金）～
※ピンバッチはなくなり次第終了となります。

時 間 東京スカイツリー THE SKYTREE SHOP

１階 １０：００～／５階 ９：３０～

東京ソラマチ 対象店舗 １０：００～
※対象店舗の詳細は、東京ソラマチＨＰにてご確認ください。

＜別 紙＞

（１） 東京スカイツリータウン開業８周年記念ピンバッチプレゼント

東京スカイツリータウン開業８周年を記念し、東京スカイツリーの

高さにちなみ、先着６３４名様に“感謝”の想いを込め、８周年限定

のミツバチ姿になったソラカラちゃんがデザインされた「８周年記念

ハチミツ」をプレゼントします。

ミツバチは女王バチを中心に大きな家族を作ることから、古くから

繁栄の象徴として愛されてきました。このハチミツは、花言葉が

“健康”として知られるトチの木から採れた蜜を使用しており、

「東京スカイツリータウンにお越しになるお客さまや周辺にお住まい

の皆さまの健康を祈るとともに、これからも共に発展していきたい」

という願いを込めてご用意しました。東京スカイツリーの新ユニフォームに

身を包んだスタッフが心を込めてお客さまにプレゼントします。

整理券を配布し、お客さま同士の距離を開けてお並びいただくなど、

感染症対策を行い実施します。

日 時 １０月１日（木）１０：３０～（予定）
※記念品がなくなり次第終了となります。
※詳細は、東京ソラマチＨＰにてお知らせします。

場 所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ

（２） 東京スカイツリータウン開業８周年記念品プレゼント

△８周年記念ピンバッチ

△８周年記念ハチミツ

△昨年の記念品プレゼントの様子 △１０月１日から着用する東京スカイツリーの新ユニフォーム



２．東京スカイツリータウン® 開業８周年記念イベント

※写真はイメージです。

東京スカイツリータウンでは８周年を記念して、文化放送と共催

（墨田区後援）で「スポーツフェスティバル in 東京スカイツリー

タウン® Vol.９」を開催します。

メインテーマは「サッカー」。ゲストに、大橋彩香さん（声優

アーティスト）、サッカー好きで有名な尾形貴弘さん（お笑い

芸人）をお招きし、サッカーにまつわるトークショーを行います。

感染症対策のため、トークショーの観覧は抽選で実施します。

このイベントに合わせて、東京スカイツリータウン１階の「TOKYO

SKYTREE TOWN® STUDIO」では、文化放送のスポーツ情報番組

『スポスタ☆MIX ZONE』（毎週日曜１５：００～１６：００放送）

の公開生放送も実施されます。

期 間 ９月１３日（日）

時 間 １０：３０～１７：００

場 所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ

料 金 無料
※荒天時は中止する場合があります。

主 催 東京スカイツリータウン

共 催 株式会社文化放送

後 援 墨田区

詳 細 後日、文化放送ＨＰにてお知らせします。

（http://www.joqr-event.com/skytree/）

（１） 東京スカイツリータウン８周年記念
スポーツフェスティバル in 東京スカイツリータウン® Vol.９

（２） 東京スカイツリータウン 開業８周年記念
ピクニックパーク

４階スカイアリーナでは、秋空のもとスカイツリーを

見上げながら楽しめる「ピクニックパーク」を開催します。

キッチンカーでは、ドイツ６大醸造所のひとつホフブロイ

や各国のビールにも合う、唐揚げやポテト、ソーセージ

などワンハンドメニューを楽しめます。また、ソフト

クリームやチュロス、８周年を記念してハチミツを使用

した「マヌカハニーのマフィントースト」などのスイーツ

もご用意しました。また、お子さま向けトランポリンや親

子で体験できるアトラクションも併設します。

パーク内は、マスク着用やソーシャルディスタンスの

確保のお願いとともに、遊具の定期的な消毒などの安全

対策を実施のうえ開催します。

８周年をお祝いするフェスティバルをお楽しみください。

期 間 ９月５日（土）～１０月４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
※荒天時は中止する場合があります。
※遊具は一部有料です。
※詳細は、東京ソラマチＨＰにてお知らせします。
（https://www.tokyo-solamachi.jp/）

△スポーツフェスティバル ロゴ

△尾形貴弘（パンサー）さん△大橋彩香さん

＜９月１３日（日） トークショーゲスト＞

△ピクニックパークメニュー（イメージ）

△アトラクション（イメージ）



※写真はイメージです。

東京スカイツリー®のライティングカラー「粋」「雅」「幟」をイメージした限定コスチューム、

また、新しいデザインのユニフォームに合わせて麻の葉文様をあしらった華やかな限定

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、８周年の感謝を込めて、

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。

期 間 ＜粋コスチューム＞ ９月４日（金）～ １３日（日）

＜雅コスチューム＞ ９月１４日（月）～ ２２日（火・祝）

＜幟コスチューム＞ ９月２３日（水）～ ９月３０日（水）

＜新ユニフォームコスチューム＞ １０月１日（木）～
※時間・場所は未定となります。当日現地スタッフにお尋ねください。
※予告なく変更、または中止になる場合があります。
※キャラクターとのふれあいは出来ません。

（３） ８周年記念 ソラカラちゃんのお出迎え

３．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®

プラネタリウム“天空”では開業８周年を記念して、９月４日（金）～１０月４日（日)の期間中

に作品を鑑賞した先着８,８８８名の方に、「８周年オリジナルステッカー」をプレゼントします。

また、対象作品を鑑賞した方の中から抽選で８名に、オリジナルダイヤモンドネックレスや

上映中の作品「星と海に抱かれて アジアンヒーリング」をイメージしたオリジナルアロマセットを

プレゼントします。

期 間 ９月４日（金）～１０月４日（日) ※９月７日（月）～１０日（木）は休館

内 容 <作品を鑑賞のお客さま先着８,８８８名にプレゼント>

８周年オリジナルステッカー

<対象作品を鑑賞のお客さまから抽選で８名にプレゼント> ※応募期限１０月１８日（日）

オリジナルダイヤモンドネックレス「LUNA Necklace 三日月のネックレス」 ４名

「星と海に抱かれて アジアンヒーリング」オリジナルアロマ２本セット ４名

【対象作品】①「星と海に抱かれて アジアンヒーリング」
②「Songs for the Planetarium vol.1 」
③「流星たちの物語」
④「時を刻むこの星空with DREAMS COME TRUE 」
⑤「R18 オトナ♡プラネタリウム 古代ギリシャの恋愛博物館 」 ※１０月１日（木）から上映予定

△メインビジュアル △オリジナルダイヤモンド
ネックレス

△オリジナルアロマ
２本セット

△８周年オリジナル
ステッカー

△粋コスチューム △雅コスチューム △幟コスチューム △新ユニフォームコスチューム

©TOKYO-SKYTREE



©TOKYO-SKYTREE

ソラカラちゃん ハニーキャンディー缶
８周年アニバーサリー ８６４円 （発売中）

やさしい甘さのハチミツ味キャンディーが８粒
入っています。蜂になったソラカラちゃんが
描かれた容器は、小物入れにもオススメです。

４．東京スカイツリータウン®８周年感謝祭

東京スカイツリー８th 泉屋クッキー缶
１,２７４円 （発売中）

日本で初めてクッキーを販売した泉屋のクッキー
を７種１４枚詰め合わせました。８周年をお祝い
するプリントクッキーも入っています。

ソラカラちゃん マスキングテープ
８周年アニバーサリー ４１８円 （発売中）

ソラカラちゃん、スコブルブル、テッペンペン
のイラストが可愛いマスキングテープです。

ソラカラちゃん ミニタオル
８周年アニバーサリー ７９２円 （発売中）

蜂になったソラカラちゃんの刺繍がポイントの
今治産のミニタオルです。
サイズ：縦（約24cm）× 横（約23cm）

※写真はイメージです。全て税込価格です。無くなり次第、販売を終了します。

東京スカイツリータウンでは、８周年感謝祭を実施します。ミツバチ姿のソラカラちゃんグッズ

やハチミツを使ったスイーツ、“８”にちなんだ商品やメニューを販売します。

８みつレモンソフト ５８０円
（販売期間：９月４日（金）～１０月４日（日））

人気の「スカイソフト」に甘酸っぱいレモン
ジュレと優しい甘さのハチミツをトッピング。
オリジナルクッキーが付いた限定メニュー。

８みつパンケーキ ８８０円
（販売期間：９月４日（金）～１０月４日（日））

もちもちのパンケーキにたっぷりクリームと
ハチミツをトッピング。添えられたキャラメル
ソースやバニラアイス、フルーツとも相性抜群。

天望デッキ
フロア340

天望デッキ
フロア350

（１） 東京スカイツリー®オフィシャルショップ 「THE SKYTREE SHOP」 （１階・５階）

（２） 東京スカイツリー 「SKYTREE CAFE」



ソラマチ店限定どら焼き
バックチャーム ８,２５０円 ネックレス ９,９００円

キューポット（イーストヤード２階）

販売期間：９月４日（金）～

本物のどら焼きのような、柔らかな感触と温もりを感じ
られる和スイーツのアクセサリー。８周年期間から販売
をスタートします。

８th いちごタワーソフト ８８８円
ストロベリーマニア（イーストヤード４階）

販売期間：９月４日（金）～１０月４日（日）

大人気の「いちごミルキーソフト」を、８周年を記念
して、いちごや「八」の字クッキーでデコレーション
して豪華に仕上げました。

８周年ソフト ８００円
祇園辻利（イーストヤード６階）

販売期間：９月４日（金）～１０月３１日（土）

８周年を記念したこの期間だけの限定メニュー。透明な
ゼリーと琥珀寒天で清涼感を演出し、ヨーグルト
クリームとミルクプリンの爽やかな味が特徴です。

※写真はイメージです。全て税込価格です。無くなり次第、販売を終了します。

８周年！８種類！８８８円！
８周年記念特別アラカルト 各８８８円
LA SORA SEED FOOD RELATION RESTAURANT
（イーストヤード３１階）

販売期間：９月４日（金）～１０月４日（日）

秋刀魚、秋鱧、キノコなど秋の食材を使った個性豊かな
アラカルトメニューを、８周年にちなんで１皿８８８円
でお楽しみいただけます。

お肉オールスター８８８ｇ ８,０００円
お肉の専門店 スギモト本店（イーストヤード６階）

販売期間：９月４日（金）～１０月４日（日）

牛ヒレステーキ、鶏手羽先黒コショウ揚げ、豚かつ、
牛肉サラダがてんこ盛り！８周年にちなんで計８８８ｇ
のボリューム満点メニューです。
※３名様分までのご飯・お味噌汁付き

※人数分の取り分けトング・皿をご提供

ＭＰ１６０５ＪＲＳＳＯＳＴ２０ １２，６５０円
Manhattan Portage（イーストヤード３階）

販売期間：９月４日（金）～

Manhattan Portage TOKYO SOLAMACHI ３周年を記念
したデザインに、ソラマチ８周年にちなんだ８個の
クリアスタッズをあしらった限定バッグ。
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ソラマチ店
限定

２５個
限定

各日２０個
限定

ソラマチ店
限定

ソラマチ店
限定

ソラマチ店
限定

（３） 東京ソラマチ®


