２０１９年１０月１１日

節目の２０２０年、令和最初の初日の出は世界一高いタワーで

２０２０年１月１日（水・祝）５：３０～７：３０

東京スカイツリー®「初日の出特別営業」を実施
～「初日の出特別営業」当日も、５０名様限定で販売します～
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®では、年末年始において営業時間の一部を変更し、東京スカイツリーの「初日の出
特別営業」や早朝営業等を実施します。
「初日の出特別営業」は、２０２０年１月１日（水・祝）に９４０名のお客さま限定で東京スカイツリー
の展望台より初日の出をご覧いただけるものです。そのうち、節目の２０２０年、令和最初の初日の出を
多くのお客さまにお楽しみいただくため、特別営業の当日にも５０名様限定で特別入場券を販売します。
さらに、１月２日（木）、３日（金）は、初詣等とあわせてより多くのお客さまに新年の眺望をお楽しみ
いただけるよう、営業開始時間を通常より１時間早めて早朝７時から営業します。
概要は以下のとおりです。
１ 東京スカイツリー「初日の出特別営業」について
（１）日
時
２０２０年１月１日（水・祝）５：３０～７：３０
（入場時間 ５：３０～６：３０）
（２）発売枚数
９４０名様
（３）入場券販売方法
①インターネットでの抽選販売
②当日販売
（５：３０から４階チケットカウンターにて販売開始）
③東武トップツアーズ旅行商品による販売
④オフィシャルホテル、フレンドシップホテルでの販売
⑤東武カード会員様向けのプレゼントキャンペーン
⑥東京ソラマチ®公式 LINE＠キャンペーン

２ 東京スカイツリータウン営業時間一部変更について
（１）東京スカイツリー
△東京スカイツリー展望台から眺めた
■変 更 日 ２０２０年１月２日（木）
、３日（金）
初日の出（２０１９年の様子）
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■営業時間 ７：００～２２：００
（通常８：００～２２：００、最終入場時間 ２１：００）
※１月１日（水・祝）は特別営業後、８：００～２２：００まで通常どおり営業します。
（２）東京ソラマチ
■変 更 日 ２０１９年１２月３１日（火）
■営業時間 物販店舗 １０：００～２０：００（通常１０：００～２１：００）
飲食店舗 １１：００～２１：００（通常１１：００～２３：００）
詳細は、別紙をご覧ください。
以
～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は続きます。

東京スカイツリーコールセンター
東京ソラマチコールセンター

＜お問い合わせ先＞
℡ ０５７０－５５－０６３４（９：００～２０：００）
℡ ０５７０－５５－０１０２（１０：００～２１：００）

上

＜別 紙＞
年末年始の東京スカイツリータウン®の営業詳細について
®

１ 東京スカイツリー 「初日の出特別営業」について
（１）特別営業時間
２０２０年１月１日（水・祝）５：３０～７：３０（入場時間 ５：３０～６：３０）
（２）発売枚数
９４０名様
（３）入場券販売方法等について
①インターネット抽選販売（６５０名様）
・販

売

方

法：インターネットにて申込み受付（抽選）

・申

込

期

間：２０１９年１１月１日（金）～１１月２４日（日）

・抽 選 結 果 発 表：２０１９年１１月２６日（火）予定
・販

売

枚

数：６５０枚（１申込みにつき５枚まで）

・販

売

価

格：７，０００円
（税込一律料金、展望台入場券（天望デッキ＋天望回廊）
、絵馬ストラップ、
東京スカイツリーオリジナルグッズセット）

②当日販売（５０名様）
・販

売

方

法：４階チケットカウンターにて販売（先着順）

・販

売

時

間：２０２０年１月１日（水・祝）５：３０～６：３０

・販

売

枚

数：５０枚（予定）

・販

売

価

格：８，０００円
（税込一律料金、展望台入場券（天望デッキ＋天望回廊）
、絵馬ストラップ、
東京スカイツリーオリジナルグッズセット）

③東武トップツアーズ（株）旅行商品による販売（１１０名様）
・発 売 開 始 日：２０１９年１１月６日（水）１１：００から発売開始
・販

売

方

法：東武トップツアーズ各支店にて販売
インターネット予約：（https://tobutoptours.jp/tabiclub/）
電話予約：ＷＥＢ販売センター ＴＥＬ：０３－５８４３－９６１４
＜平日１０：３０～１８：３０／土日祝１０：３０～１８：００＞
※詳細は、決定次第、東武トップツアーズホームページに掲載します。
（https://tobutoptours.jp/tabiclub/）をご覧ください。
お問合せ先：東武旅倶楽部

ＴＥＬ：０３－３６２１－０６５１

＜平日１０：００～１８：００、土日祝は休業＞

④東京スカイツリーオフィシャルホテル・フレンドシップホテル宿泊セット商品（３０名様分）
（東武ホテルレバント東京、浅草ビューホテル）
・販売方法、価格等について：各ホテルにお問い合わせください。
東武ホテルレバント東京

ＴＥＬ：０３－５６１１―５６１２（宿泊予約）

浅草ビューホテル

ＴＥＬ：０３－３８４２―４８９０（宿泊予約）

⑤東武カード会員様向けの抽選プレゼントキャンペーン（４０組８０名様）
・抽

選

内

容：東京ソラマチ®内で東武カードのクレジット利用合計金額１０，０００円（税込）を１口として
応募により申込み受付（抽選）

・申

込

期

間：受付中～１２月１日（日）

※応募方法等の詳細は、東武カードホームページ（http://www.tobu-card.co.jp/）および、東京ソラマチホーム
ページ（http://www.tokyo-solamachi.jp/）をご覧ください。

⑥「東京ソラマチ®公式 LINE＠キャンペーン」
（１０組２０名様）
・抽 選 内 容：東京ソラマチ LINE 公式アカウントにて受付

（４）特記事項
当日の天候によっては、視界不良のため初日の出をご覧になれない場合がございますが、入場券
の払い戻しはいたしません。

２

東京スカイツリータウン® 年末年始における営業時間について
12 月 31 日（火）

東京スカイツリー®
通常営業

通常営業 8：00～22：00
（最終入場時間 21：00）

1 月 1 日（水・祝）
【初日の出特別営業】
5：30～7：30
(入場時間 5：30～
6：30)

1月2日
（木） 1 月 3 日（金）

7：00～22：00
（最終入場時間 21：00）

8：00～22：00
（最終入場時間 21：00）

物販店舗
東京ソラマチ®

通常営業 10：00～21：00
飲食店舗
通常営業 11：00～23：00

10：00～20：00※
通常営業
11：00～21：00※

すみだ水族館 通常営業 9：00～21：00

通常営業

（最終入場時間 20:00）
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®
11：00 の回～20：00 の回

通常営業

11：00 の回～21：00 の回

通常営業

平日 11:00 の回～21：00 の回
土日祝 10:00 の回～21：00 の回
休館

郵政博物館
通常営業 10：00～17：30

（12 月 26 日（木）～

（最終入館時間 17：00）

12 月 31 日（火））

①スカイアリーナ
通常営業 6：30～24：00
②ドームガーデン
通常営業 10：00～21：00
東京スカイ
ツリータウン
屋外施設

③ファームガーデン
通常営業 6：30～24：00
④ソラミ坂
通常営業 6：30～24：00
⑤ハナミ坂
通常営業 6：30～24：00
⑥テラス部分
通常営業 10：00～21：00

13：00～17：30
（最終入館時間 17：00）

6：30～23：00

通常営業

10：00～20：00

通常営業

6：30～23：00

通常営業

6：30～23：00

通常営業

6：30～23：00

通常営業

10：00～20：00

通常営業

通常営業

※東京ソラマチ物販・飲食店舗については、一部店舗で営業時間が異なる場合がございます。
※すみだ水族館・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 ®・郵政博物館の営業の詳細情報は、各施設へ
お問い合わせください。

△東京スカイツリー展望台から眺めた初日の出（２０１９年の様子）
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