２０１５年４月２７日

先着１，０００名様に『笑顔の“橋”渡し』という想いを込めて“箸”をプレゼント

２０１５年５月２２日（金）、東京スカイツリータウン® 開業３周年

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（本社：東京都墨田区）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、２０１５年５月２２日（金）に開業３周年を迎え、「新
発見、再発見。」をテーマに様々なイベントなどを行います。
東京スカイツリータウンをより一層お楽しみいただけるよう、東武鉄道（本社：東京都墨田区）をはじ
め東武グループ各社を挙げて様々な記念イベントなどを行います。
開業３周年の当日となる５月２２日（金）には、先着１，０００名様に『笑顔の“橋”渡し』という想
いを込めたオリジナルの“箸”をプレゼントします。また２２日（金）～２４日（日）の夜には、新たな
ライティング「雅」を点灯するタイミングで、お集まりいただいた皆さまで開業３周年を祝う乾杯イベン
トを行います。ゲストに元女子モーグル日本代表の上村愛子さんや、フィギュアスケーターの浅田舞さん
などをお招きして、盛大にお祝いします。
このほか、文化放送による公開収録『東京スカイツリー！祝３周年！ＡＫＢ４８とスピードワゴンの天
下一電波局！』や、テレビ局、旅行会社、観光地などが３周年を一緒にお祝いする『３ｋｓ-Ｆｅｓ（サン
クス-フェス）』などを開催します。
詳細は別紙をご覧ください。

記念品プレゼントイメージ（昨年の様子）

３ｋｓ－Ｆｅｓ（イメージ）
©TOKYO-SKYTREETOWN

以上

＜別紙＞

東京スカイツリータウン®開業３周年 当日のプログラム
１．東京スカイツリータウン®開業３周年記念品プレゼント
先着１，０００名様に『笑顔の“橋”渡し』という想いを込め
てオリジナル記念品の“箸”をプレゼントします。
日

時

場

所

５月２２日（金）１０：３０～
※記念品がなくなり次第終了となります。
東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ
記念品の“箸”（イメージ）
©TOKYO-SKYTREETOWN

２．乾杯イベント
３周年を祝い、新たなライティング「雅」点灯のタイミング
で集まった皆さまとスカイアリーナにて、乾杯イベントを行い
ます。ゲストに、元女子モーグル日本代表の上村愛子さんとフ
ィギュアスケーターの浅田舞さんが登場し、新たなライティン
グ「雅」の点灯と同時に乾杯の発声をいただきます。
日

時

ゲ ス ト
場
主
協

所
催
賛

５月２２日（金）・２３日（土）・２４日（日）
１８：３０～
２２日：上村愛子さん、２３日：浅田舞さん、
２４日：未定
東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ
東京スカイツリータウン
アサヒビール㈱

乾杯イベントのゲスト
上村愛子さん、浅田舞さん

３．３ｋｓ－Ｆｅｓ（サンクスーフェス）
「３周年をみんなでお祝いしよう」をコンセプトに、メイン
ステージと各ブースにて様々なイベントが行われます。５月２３
日（土）には、文化放送の『東京スカイツリー！祝３周年！
ＡＫＢ４８とスピードワゴンの天下一電波局！』公開収録、５月
２４日（日）にはフジテレビＫＩＤＳの『ガチャピンヒーロー
ステージ』やテレビ東京のバナナ社員「ナナナ」が登場する
『ナナナ×女子アナウンサー×ソラカラちゃんダンスステージ』
ほか、様々なステージショーで皆さまのお越しをお待ちしています。
©TOKYO-SKYTREETOWN

日

時

５月２２日（金）１７：００～２１：００
５月２３日（土）、２４日（日）１０：００～２１：００
場
所
東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ
主
催
東京スカイツリータウン
協
賛
㈱テレビ東京/東武トップツアーズ㈱/浜松市/㈱フジテレビＫＩＤＳほか（五十音順）
※出演者などは変更の可能性がございます。
※ＡＫＢ文化放送公開収録は応募制となります（文化放送ホームページからのご応募となります）

©ＡＫＳ

©FUJITV KIDS

テレビ東京のバナナ社員
「ナナナ」©テレビ東京

東京スカイツリー®新たなライティング「雅」について
江戸で育まれてきた美意識を表現する東京スカイツリーの通常ライティングである「雅」が、開業３周
年を記念して新たなライティングに生まれ変わります。
新たな「雅」は、従来のテーマである「美意識」を踏襲しつつ、“時”の意味を込めた光の演出を加え
ます。新たに器具を８０台増やし、合計２，０７５台のＬＥＤ照明で華やかさを際立たせて東京の夜空を
照らします。
５月２２日（金）の開業記念日を盛り上げるために、多くのお客様がお越しになるゴールデンウィーク
期間に併せて新たなライティング「雅」の“演出縮尺版”を、５月１日（金）より点灯します。また、
２２日（金）～２４日（日）の乾杯イベントでは、３夜連続で新たな「雅」をお楽しみいただけます。
点 灯 日

５月２２日（金）
※新たな「雅」の“演出縮尺版”は、５月１日（金）から点灯します。
※５月２５日（月）以降は新たな「雅」と通常の「粋」を１日おきに点灯します。

時

間

１９：００※～２３：００
※点灯開始時間は季節により異なります。

演

出

新たな「雅」は、東京スカイツリーの北・南東・南西の 鼎 を照らす江戸紫が２０分おきに順
に移り変わり、１時間で一周する“時”を表す演出になります。
さらに、江戸紫が移り変わる際などには、多彩な動きのある光の演出を行います。

かなえ

基本点灯イメージ

２０分おきに江戸紫の方向が変わる演出イメージ

基本点灯時の演出イメージ

©TOKYO-SKYTREE

©TOKYO-SKYTREE
変化時の演出イメージ
©TOKYO-SKYTREE

東京スカイツリータウン®開業３周年 記念プログラム
１．カゴメ オムライス スタジアム
地方予選を勝ち抜いた選りすぐりのオムライス自慢のお店１０
店舗がスカイアリーナに集結。来場者の投票とWEB 投票により
洋食オムライスの日本一を決定します。
http://www.kagome.co.jp/campaign/omusta/
日

時

場

所

５月１６日（土）、１７日（日）
１１：００～１９：００
東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ

カゴメ オムライス スタジアム（イメージ）
©TOKYO-SKYTREETOWN

２．ソラマチ大道芸フェスティバル２０１５
１日３０組を超える大道芸人が、東京スカイツリータウン内の
各所でジャグリングやパントマイムなど、様々なパフォーマンス
を披露します。フェスティバルならではのサプライズやワークシ
ョップなども実施します。また５月２８日（木）、２９日（金）
には、フレッシュなパフォーマーによる「ソラマチ大道芸フェス
ティバル２０１５カウントダウンパフォーマンス」を開催します。
日

時

場

所

５月２８日（木）、２９日（金）
１３：００～１８：００（予定）
５月３０日（土） １０：１５～１９：００
３１日（日） １０：１５～１８：４５
東京スカイツリータウン内各所

ソラマチ大道芸 フェスティバル（昨年の様子）
©TOKYO-SKYTREETOWN

３．ご当地キャラクターフェスティバル in すみだ２０１５
日本全国から約９０のご当地キャラクターが、タワーのある街
業平橋・押上エリアに大集合します。各キャラクターによる様々
なパフォーマンスのほか、オリジナルスタンプラリーや模擬店、
各ご当地のPRブースなどを楽しめます。
日

場

主

時

５月３０日（土）、３１日（日）
１０：００～１７：００
※荒天時は中止する場合があります。
所
東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろば
ご当地キャラクターフェスティバル
in すみだ ２０１４（昨年の様子）
浅草通り(おしなり商店街)
©TOKYO-SKYTREE
大横川親水公園
催
ご当地キャラクターフェスティバル in すみだ２０１５実行委員会
（墨田区、墨田区商店街振興組合連合会、一般社団法人墨田区観光協会、東京スカイツリータウン）

４．アイドルオブジャパン in 東京スカイツリータウン®
日本全国からご当地アイドルが集結。ライブパフォーマンスを
実施するほか、各ご当地を紹介するブース展開やアイドルに憧れ
る女の子を応援する企画などを行います。
日

時

場

所

主

催

６月６日（土） １１：００～１９：００
７日（日） １０：００～１９：００
東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ、
１階 ソラマチひろば、５階 スペース６３４
アイドルオブジャパン実行委員会

５．“ペンギントレイン”で行く 東京スカイツリータウン®
すみだ水族館のマゼランペンギンたちが特別に乗車する「ペン
ギントレイン」に乗車し、東京スカイツリータウンまで行くこと
ができる特別企画です。４月２３日（木）から東武キッズサイト
“ＴＯＢＵ ＢｏｍＢｏ Ｋｉｄｓ”ホームページにて、参加いた
だける小学生のお子さまとそのご家族計１００名を募集していま
す。
日

時

スケジュール

５月１７日（日）１１：４５～１５：００
（参加者受付 １１：３０～）
「ペンギントレイン」使用車両
北春日部駅から“ペンギントレイン”に乗車
（８１１１号編成・６両）
（とうきょうスカイツリー駅まで直行）
※北春日部駅１２：１０発 → とうきょうスカイツリー駅１３：００着（予定）

６．東京スカイツリータウン３周年を振り返って「各種受賞、記念品の展示」
はじめて訪れたお客様には「新発見」を、再訪のお客様には「再発見」をしていただくため、東京スカ
イツリーの建設から完成までの写真パネルを掲示するほか、これまでに受賞した各種記念品などを展示し、
建設から現在までを振り返る企画展を開催します。
日
場

時
所

５月１５日（金）～３１日（日）８：００～２２：００
東京スカイツリー５階 出口フロア

東京スカイツリー®開業３周年 限定商品
東京スカイツリーオフィシャルショップ THE SKYTREE SHOP では、３周年記念限定商品を販売しています。
（無くなり次第、販売終了します。
）

東京スカイツリー®アソ-ト缶クッキー
3 周年￥1,350

TOKYO SKYTREE 3 周年記念
クッキーアソート ￥1,600

販売場所：天望デッキ フロア 345
3 周年を記念して作られたスカイ
ツリー限定のオリジナルクッキー
は、濃厚なパルメザンチーズの風
味と甘さ控えめでソルティな味わ
いを楽しめます。

販売場所：1 階、5 階、
天望デッキ フロア 345
開業からの毎年発売していたアソ
ート缶の 3 周年記念商品です。そ
の年のイベントをモチーフとした
歴代商品のデザインを側面に施し
ました。8 種類 22 枚のクッキーを
楽しめます。

販売場所：1 階、5 階、
天望デッキ フロア 345
3 周年を記念して、新種の苺スカイ
ベリー味など３種類のプティゴー
フルをはじめ、クッキーや、クラ
ンチ、サンドクッキーなどを詰め
合わせました。

TOKYO SKYTREE 3 周年記念メダル
3 点セット ￥1,944

ソラカラちゃん 3 周年ポッティング
根付セット ￥1,850

限定スカイツリーピュアモルト 75
￥8,100

販売場所：1 階、5 階、
天望デッキ フロア 345
3 周年記念メダルと、過去に販売
し た 建 設 中 メ ダ ル ・ 高 さ 634
メートル達成メダルを復刻し
セットにしました。

販売場所：1 階、5 階、
天望デッキ フロア 345
3 周年限定の根付 5 個セットです。
東京スカイツリーの公式キャラク
ターが、立体的に浮かび上がるか
わいいデザインになっています。

販売場所：1 階、5 階、
天望デッキ フロア 345
ウイスキーの樽材を加工したピュ
ア モ ル ト の オ リジ ナ ル デ ザイ ン
は、使うたびに味わいが出ます。
オリジナルウッドペンケース付。

<ピエール・エルメ・パリ＞
TOKYO SKYTREE サブレフロマージュ
￥1,954

※掲載商品のほか、多数の３周年記念限定商品をご用意しております。
※掲載商品は全て税込価格です。
©TOKYO-SKYTREE

東武グループの東京スカイツリータウン®開業３周年関連の取り組みについて
東京スカイツリータウン開業３周年を記念して、東武グループ各社でも様々な取り組みを行います。
名称

内容

開業３周年記念
東武鉄道 下町スタンプラリー２０１５
（東武鉄道）

東武スカイツリーライン浅草駅、とうきょうスカイ
ツリー駅、東向島駅、北千住駅、亀戸線 亀戸駅の 5
駅および東京スカイツリーの計 6 か所にスタンプを
設置し、3 か所のスタンプを集めた方先着 10,000 名
様にオリジナルシールを、全てのスタンプを集めた
方には、各デザイン先着 2,500 名様にオリジナル
ぷくぷくキーホルダーをプレゼントします。

５月１日（金）～９月３０日（水）

亀戸線 ラッピングトレインの運行
（東武鉄道）

下町スタンプラリー2015 開催にあわせて、亀戸線ラ
ッピングトレインを運行します。車体の側面には、
スタンプ設置か所周辺の各名所をソラカラちゃん・
テッペンペン・スコブルブルが巡っている様子がデ
ザインされています。

５月１日（金）～９月３０日（水）

東武本線 38 駅および東武グループツーリストプラザ
で、浅草駅から大人 170 円区間の片道乗車券と、と
うきょうスカイツリー駅から小児 330 円区間の片道
乗車券を専用台紙とセットにして販売します。

５月２２日（金）～６月２１日（日）
※売切れ次第終了となります。

環境にやさしい街「東京スカイツリータウン」から
東武沿線へ緑を広げる環境活動の一環として記念植
樹を足利市駅で行います。

５月２７日（水）

期間中、スカイツリーシャトル上野・浅草線の１日
フリー乗車券を購入いただいた先着６３４名の方
に、東武バス車両の前面デザインをあしらったオリ
ジナルピンバッジをプレゼント。

５月２２日（金）～６月２１日（日）

開業３周年

記念乗車券の発売
（東武鉄道）

開業３周年記念植樹
（東武鉄道）
開業３周年記念
スカイツリーシャトルほか東武バス車両
オリジナルピンバッジプレゼント
（東武バス）

開業３周年記念ツアー
（東武トップツアーズ）

開業３周年記念
みんなで祝おうウェディングコンサート
（東武ホテルレバント東京）
開業３周年記念特別営業
（Sky Restaurant 634（musashi）
）
開業３周年記念特別ディナープラン
（Sky Restaurant 634(musashi）
開業３周年記念 宿泊プラン
（東武興業）

屋根から回り込むような窓から東武沿線の観光スポ
ット・風景を楽しむことができる「スカイツリート
レイン」を貸切運転し、列車内でコンシェルジュの
サービスと駅長がお出迎えを行うツアーを開催しま
す。
すみだトリフォニーホールと連携し、新日本フィル
ハーモニー交響楽団メンバーによる弦楽四重奏やパ
イプオルガン・ソプラノソリストによる新しい形の
結婚式「ウェディングコンサート」を開催します。
（会場：すみだトリフォニーホール 大ホール）

開業３周年記念宿泊パック
（蔵王ロープウェイ）

５月２１日（木）～２２日（金）

５月１３日（水）１９：００開演

2014 年全日本最優秀ソムリエコンクールで優勝の石
田博氏をお迎えし、牧村シェフとのスペシャルコラ
ボディナー（30,000 円）をご用意いたします。

５月２２日（金）

開業３周年を記念した特別ディナーメニュー
（15,000 円）をご用意します。
（要予約）

５月２３日（土）～５月３１日（日）

日光レークサイドホテル、日光アストリアホテルに
て開業３周年記念した特別宿泊プランをご用意しま
す。

日光レークサイドホテル
５月７日（木）～７月１７日（金）
日光アストリアホテル
５月６日（水）～６月３０日（火）

①王子東武サロンにて飲み放題付パーティプラン
を、王子山海亭では生ビールの割引を実施します。
王子東武サロン、王子山海亭、
②上尾東武ホテルにて、１日３室限定の開業３周年
上尾東武ホテルにて各種開業３周年プラン
記念宿泊プランをご用意します。
（東武食品サービス）
③上尾東武ホテル内レストランにて、３周年記念特
別ランチセットを販売します。
開業３周年記念パンケーキ販売
（東武動物公園）

実施日

東武動物公園内の「コルネさんのパンケーキハウス」
にて、３周年記念オリジナルパンケーキを販売しま
す。
蔵王アストリアホテルにて、３周年記念宿泊パック
をご用意します。
①東北最大級遊園地「リナワールド」フリーパス券
付宿泊プラン
②さくらんぼ狩り入園券付宿泊プラン
③蔵王ロープウェイ空中散歩ロープウェイ乗車券付
宿泊プラン

①、②
５月２２日（金）～８月３１日（月）
③
５月２２日（金）～６月２１日（日）

５月２２日（金）～７月１２日（日）

①～１１月２３日（月）
②６月１３日（土）～７月１２日（日）
③～１２月１３日（日）

