
 

 

「東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１８」 

２０１８年１１月８日（木）～１２月２５日（火） 
昨年よりも大きく華やかな高さ８メートルの「花」のクリスマスツリーが登場！ 

東京スカイツリーの搭体の高さと構造を生かしたプロジェクションマッピングを上映 

 

 

  

 

 

 

２０１８年９月１８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）と東武タウンソラマチ（本社：東京都

墨田区）が運営している東京スカイツリータウンでは、２０１８年１１月８日（木）～１２月２５日（火）

の期間、「東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１８」を開催します。 

今年は「カラフルクリスマス」をテーマとし、

“オーナメントボール”をモチーフとした装飾と

ともに、約５２万球の電球がカラフルなイルミ

ネーションで輝きます。さらに、昨年よりも

大きく華やかにグレードアップした迫力のある

高さ８メートルの「花」のクリスマスツリーを

中心に、イルミネーションとともに装飾された

「光ガーデン（仮称）」や東京スカイツリー®の限定

ライティングを点灯し、タウン内を美しく彩ります。

なお、点灯初日の１１月８日（木）には、ゲスト

をお招きして、限定ライティングの点灯セレモニー

も開催します。 

毎年上映している恒例のプロジェクション

マッピングでは、２年ぶりにスカイツリーの搭体

を用い、高さと構造を生かした迫力ある作品を上映

します。 

 このほか、東京ソラマチ®では、本場ドイツを

感じさせるクリスマスマーケットやアカペラ

パフォーマンスを開催します。また、東京スカイ

ツリーでは、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をはじめ

クリスマスラブソングライブなど様々なイベント

を開催します。 

なお、イベントの詳細は決定次第、お知らせ

します。 

概要は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～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。 

以 上 
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△東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１８ 

キービジュアル 



 

 

＜別 紙＞ 

 

 

今年の東京スカイツリータウンのクリスマスは「カラフルクリスマス」をテーマとし、“オーナメント

ボール”をモチーフとした装飾をはじめ、昨年よりも大きく華やかになった高さ８メートルの「花」

のクリスマスツリーを中心に、イルミネーションとともに装飾された「光ガーデン（仮称）」や東京

スカイツリー®の限定ライティングを点灯し、タウン内を美しく彩ります。 

 また、毎年恒例のプロジェクションマッピングは、２年ぶりにスカイツリーの搭体を用い、高さと

構造を生かした迫力ある作品を上映します。 

 

 

 

 昨年よりも大きく華やかになった高さ８メートルの「花」のクリスマスツリーを中心に、イルミネーション

とともに装飾された「光ガーデン（仮称）」が登場します。昼は色鮮やかな花が彩り、夜は幻想的な            

光に包まれるガーデンです。 

なお、点灯初日の１１月８日（木）には、ゲストをお迎えし、点灯セレモニーを開催します。 

■期  間  ２０１８年１１月８日（木）～１２月２５日（火） 

※一部のイルミネーションは２０１９年３月１０日

（日）まで点灯します。 

■時  間  １６：００～２４：００ 

 

（１） 光ガーデン(仮称) 

東京スカイツリーの足元にあるスカイアリーナに、オーナメントなどの装飾も加えて、昨年よりも

より大きく華やかにグレードアップした高さ８メートルの「花」のクリスマスツリーを中心に、イルミ

ネーションを施した「光ガーデン（仮称）」を設置します。昼は色鮮やかな花が彩り、夜は幻想的な光

に包まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■期  間  ２０１８年１１月８日（木）～１２月２５日（火） 

■場 所  東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ 

※名称・内容については変更となる場合があります。 

１ イルミネーション 

「東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１８」の概要について 
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△光ガーデン（仮称）（イメージ） 

△イルミネーション（過去の様子） 
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（２） クリスマスリースフォトスポット 

ソラマチひろばに、直径約３．２メートルの大きな

クリスマスリースが出現。リースの内側から顔を

出して撮影できる人気のフォトスポットです。 

■期  間  ２０１８年１１月８日（木）～ 

１２月２５日（火） 

■場 所  東京スカイツリータウン®１階 

ソラマチひろば 

       ※イベント等により、場所の変更が 

        生じる場合があります。 

 

（３） 点灯セレモニー 

点灯初日である１１月８日（木）には、ゲストをお迎えし、点灯セレモニーを開催します。東京スカイツリー®

の限定ライティングの点灯と同時に、会場となるスカイアリーナに設置した「光ガーデン（仮称）」を

はじめとする施設内全てのイルミネーションが点灯し、東京スカイツリータウン全体が美しく彩られます。

詳細については、決まり次第、ご案内します。 

■開 催 日  ２０１８年１１月８日（木） 

■場 所  東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ 

※雨天決行、荒天時は中止となります。 

 

 

 ２年ぶりに東京スカイツリーの搭体を用い、東京スカイツリーならではの高さと構造を生かした

プロジェクションマッピングを上映します。今年のテーマである「カラフルクリスマス」のように

色鮮やかな光と映像がダイナミックな演出でお楽しみいただけます。上映時間等の詳細については、      

決まり次第、ご案内します。 

■期 間  ２０１８年１２月１４日（金）～１２月２５日（火） 

※荒天等により中止となる場合があります。 

■場 所  東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△クリスマスリースフォトスポット（過去の様子） 
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２ 東京スカイツリータウン®プロジェクションマッピング 

 

△東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１８ 

キービジュアル 



 

 

 

 

 

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２種類のクリスマス限定ライティングを点灯します。 

■期 間  ２０１８年１１月８日（木）～１２月２５日（火） 

■時 間  １１月 ８日（木）             １８：３０（予定）～２２：００ 

１１月 ９日（金）～１１月１０日（土）   １７：４５～２２：００ 

１１月１１日（日）～１２月２５日（火）  １７：３０～２２：００ 

※１１月８日（木）は点灯セレモニーを開催します。 

※１１月９日（金）、１１月１０日（土）１６：４５～１７：４５および１１月１１日

（日）～１２月２５日（火）１６：３０～１７：３０は、ＬＥＤ照明器具を最大限に

近い明度で白色に点灯させ、輝くように明滅する交点照明と展望台の赤がアクセント

となるシンプルな演出を行います。なお、点灯期間中の２２：００～２４：００は「粋」

「雅」「幟
のぼり

」のいずれかを点灯します。 

※都合により内容・点灯時間を変更する場合があります。 

※ライティングスケジュールについては、別途お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

△シャンパンツリー（過去の様子） 

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。 

３ 東京スカイツリー®クリスマス限定ライティング 

 

△キャンドルツリー（過去の様子） 

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。 
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５ 東京スカイツリークリスマスイベント 

 

 

 

東京スカイツリー®の足元の「光ガーデン（仮称）」で彩られたスカイアリーナにおいて、クリスマス

マーケットを開催します。暖かい光をまとった豪華なデコレーションのヒュッテ（ヨーロッパ式小屋）

が登場し、イルミネーションや限定ライティングを眺めながら、お食事やビール、スイーツなどを          

お楽しみいただけます。 
 

■期 間  ２０１８年１１月８日（木）～１２月２５日（火） 

■時 間  １１：００～２２：００（ラストオーダー フード２１：００、ドリンク２１：３０）（予定） 

       ※１１月８日（木）は、点灯セレモニー終了後にオープンします。 

■場 所  東京スカイツリータウン®４階 スカイアリーナ 

 

 

 

 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において、東京スカイツリー公式キャラクター 

ソラカラちゃん・テッペンペン・スコブルブルが、歌やダンスでクリスマスの到来をお祝いするミニショー

「ソラカラちゃんのＨＡＰＰＹクリスマス２０１８」を開催します。クリスマスらしい音楽とともに、

座ったままでも踊れる簡単な振り付けで、お客さまも気軽にご参加いただけます。また、ショーが         

開催されない日は、クリスマス限定衣装のソラカラちゃんがお客さまと触れ合うグリーティングを    

開催します。 

 

（１） ソラカラちゃんのＨＡＰＰＹクリスマス２０１８ 

ソラカラちゃん・テッペンペン・スコブルブルが、歌やダンスで

クリスマスの到来をお祝いするミニショー。初めてでも、クリスマス

らしい音楽と共にお客さまに気軽にご参加いただけるイベントです。 

■開 催 日  ２０１８年１１月１０日（土）、１１日（日）、 

１７日（土）、１８日（日）、２３日（金・祝）、 

２４日（土）、２５日（日）、 

１２月１日（土）、２日（日）、８日（土）、 

９日（日）、１５日（土）、１６日（日）、 

２２日（土）、２３日（日・祝）、２４日（月・振休）、 

２５日（火） 

■時 間  ９：４５～、１１：３０～、１３：４５～、１５：３０～（予定）  

       各回約２０分 

■場 所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

 

  

４ ソラマチ クリスマスマーケット ２０１８ 

△ショー限定コスチュームの公式 
キャラクター（イメージ） 
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△ソラマチ クリスマスマーケット（過去の様子・メニューイメージ） 



 

 

△SKYTREE ROUND THEATER®「Happy Christmas」（イメージ） 
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（２） ソラカラちゃんのクリスマスグリーティング 

時間によって変わる２種類のクリスマス限定コスチュームを着た            

ソラカラちゃんと触れ合いながら記念撮影ができるグリーティングを開催

します。 

■開 催 日  ２０１８年１１月８日（木）～１２月２１日（金） 

※「ソラカラちゃんのＨＡＰＰＹクリスマス２０１８」開催日を除く。 

■時  間  ・クリスマスツリーイメージコスチューム 

９：００～、１２：００～、１５：００～、各回約１５分 

・ホワイトクリスマスイメージコスチューム 

１０:３０～、１３:３０～、１６:３０～各回約１５分 

■場  所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

  

（３） 東京スカイツリー® クリスマスラブソングライブ 

展望台の窓に広がる夜のきらめきや圧倒的な夜景を眺めながら、クリスマスシーズンの夜に聞きたい、

人気アーティストたちによるラブソングを中心としたミニ・ライブです。心ときめく音楽に耳を傾け

ながら、大切な人との時間を世界一高いタワーの展望台でお楽しみいただけます。 

■期 間  ２０１８年１２月７日（金）、８日（土）、１４日（金）、１５日（土）、 

 ２１日（金）、２４日（月・振休）、２５日（火） 

■時 間  １９：３０～（各回約３０分～４０分を予定） 

■場 所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 
 

※出演アーティストは決定次第、お知らせします。 

 

（４） ＳＫＹＴＲＥＥ ＲＯＵＮＤ ＴＨＥＡＴＥＲ® 「Happy Christmas」 

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、特別プログラム「Happy Christmas」を

上映します。東京スカイツリーから眺める夜景に合わせて、クリスマス限定の特別映像をお楽しみ

いただけます。 

■期 間  ２０１８年１１月８日（木）～１２月２５日（火） 

■時 間  １８：００～、１８：４５～、１９：３０～、２０：１５～、２１：００～ 

（各日５回、各回約３分上映） 

※クリスマスライブ等を開催する１２月７日（金）、８日（土）、１４日（金）、 

 １５日（土）、２１日（金）、２４日（月・振休）、２５日（火）は、クリスマス 

 ラブソングライブ開催のため、上映しません。 

■場 所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

△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） 
左：ホワイトクリスマスイメージコスチューム 
右：クリスマスツリーイメージコスチューム 

©TOKYO-SKYTREE         
 



 

 

△ソラマチアカペラストリート（過去の様子） 

 

 

ソラマチアカペラストリート２０１８ 

今年で７回目を迎え、今回も４００組を超えるアカペラ

グループが全国から東京スカイツリータウン®に集まり、クリス

マスの街を華やかに彩ります。１，０００組を超える応募から

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などの様々なジャンルを多彩なコーラス

ワークで熱唱、来場のお客さまにお楽しみいただきます。 

■開 催 日  ２０１８年１２月１日（土）、２日（日） 

■時 間  １０：００～１８：００（予定） 

■場 所  東京スカイツリータウン内各所 

■料 金  観覧無料 

※東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０へは入場料が必要です。 

 

 

 

東京スカイツリーの展望台へのご入場と各種特典がセットになった特別チケットを２種類販売します。

日本夜景遺産にも認定された展望台からの夜景を眺めながら、特別な夜をお過ごしください。 

■実施期間  ２０１８年１１月８日（木）～１２月２５日（火）  

■販売開始日時  １０月２６日（金）１０：００～ 

※来場希望日の前日２３：５９まで販売します。 

■購入方法  チケットぴあＷＥＢサイト、セブン-イレブン、チケットぴあ 

※東京スカイツリー®ナイトビューチケット【プレミアムプラン】は、チケットぴあ

ＷＥＢサイトのみ販売します。 

 

（１）東京スカイツリー®ナイトビューチケット 【プレミアムプラン】 

東京スカイツリー天望デッキ・天望回廊へのご入場と地上３４５メートルにある「Sky Restaurant 634

（musashi）」粋コースと各種特典がセットになった特別チケットです。 

■入場時間  １７：３０～、１８：３０～ 

■販売枚数  各時間とも１組２名様 

■内 容  ・東京スカイツリー天望デッキ・天望回廊へのご入場 

・「Sky Restaurant 634（musashi）」粋コース 

・ウェルカムドリンク 

・４階から天望デッキ行きの天望シャトル（エレベーター）、天望回廊行きの夜景が

見える天望シャトル（シースルーエレベーター）の貸切搭乗 

・展望台での記念写真・特製フォトアルバムのプレゼント 

・チケットカウンターからエレベーターまでスタッフのエスコートとエレベーター

優先搭乗 

  

７ 東京スカイツリー®ナイトビューチケット 
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６ 東京ソラマチ®クリスマスイベント 

 



 

 

△「Sky Restaurant 634（musashi）」 

粋コース（イメージ） 

 

■料 金  平日  ４２，０００円、土・日・祝日 ４５，０００円 

※税・サービス料込／ペア料金になります。 

※１２月２２日（土）～２５日（火）は、クリスマス特別コースのため、６５，０００

円（税・サービス料込／ペア料金）で販売します。 

※ドレスコードをスマートカジュアルで設けております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 東京スカイツリー®ナイトビューチケット 【アーリークリスマスプラン】 

天望デッキのご入場と地上３５０メートルにある「SKYTREE CAFE」でのスパークリングワインと

チョコレートなどに、東京スカイツリーオフィシャルショップ「THE SKYTREE SHOP」のクーポン券が

セットになったお一人からお申込みいただける枚数限定の特別チケットです。 

■入場時間  １７：００～、１８：００～、１９：００～、２０：００～ 

■販売枚数  平日     各時間最大１５名 

土・日・祝日 各時間最大１０名 

■内 容  ・東京スカイツリー天望デッキへのご入場 

・天望デッキ フロア３５０「SKYTREE CAFE」でのスパークリング

ワイン１杯とチョコレートなど 

・「THE SKYTREEE SHOP」クーポン券５００円分 

 ※スパークリングワインは、その他のアルコールドリンク  

  に変更可能です。 

■料 金  平日 ２，８００円（税込）、土・日・祝日 ３，０００円（税込） 

※お一人さまからのお申込みいただけます。 

※１２月２２日（土）～２５日（火）は、お申込みいただけません。 

 

 

 

東京スカイツリー天望デッキ フロア３４５にある「Sky Restaurant 634（musashi）」では、地上

３４５メートルのきらめく光の夜景を眺めながら落ち着きのある雰囲気の中、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」料理をご堪能いただけます。 

■期 間  ２０１８年１２月２２日（土）～１２月２５日（火） 

■時 間  １７：００～２３：００（最終予約時間２０：００） 

■料 金  ２７，０００円（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。 

※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。 

※鉄板焼特別ディナーもございます。 

※ドレスコードをスマートカジュアルで設けております。 

■お問い合わせ・ご予約 

TEL ０３－３６２３－０６３４（１０：００～１８：００） 

 

 

 

 

 

 

以 上 

△天望デッキ フロア３５０ 
「ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ」 

（イメージ） 

△「Sky Restaurant 634（musashi）」（イメージ） 

△展望台からの夜景（イメージ） 
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８ 「Sky Restaurant 634（musashi）」クリスマス特別ディナーコース 
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