２０１６年８月２５日

親子が当日参加できる仮装ファミリーパレードや、
ソラカラちゃんと楽しく踊れる参加型のダンスイベントも開催！

「東京スカイツリータウン®のハロウィンイベント２０１６」
２０１６年９月１５日（木）～１０月３１日（月）開催
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、２０１６年９月１５日（木）～１０月３１日（月）
の期間、様々なハロウィンイベントを開催します。
１０月２２日（土）、２３日（日）、２９日（土）、３０日（日）の４日間限定で、仮装した親子が
東京ソラマチ®のソラマチ商店街などを練り歩き、東京スカイツリー公式キャラクター
ソラカラちゃんのダンスに参加できる「ハロウィン・ファミリーパレード」を開催します。毎年恒例の
パレードとして、昨年は約２，５００名の親子にご参加いただきました。
東京ソラマチではソラマチ商店街とソラマチひろばを“ハロウィン村”と題して、ハロウィン
装飾やイルミネーションで彩り、仮装したスタッフによるお出迎えやお菓子プレゼントなどを実施。
また、ハロウィンらしい仮装をした可愛い動物たちと触れ合える「ハロウィンにゃんこ＆どうぶつ
パーク」も開催し、皆様をお出迎えいたします。
東京スカイツリー ® では、ハロウィン限定コスチュームのソラカラちゃんとハロウィン限定の
オリジナルソングに合わせて楽しく踊ることができる参加型のダンスショーなどを開催するほか、
オフィシャルショップ「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」では、ここでしか購入できないハロウィン
限定商品を販売するなど、東京スカイツリータウン内各所がハロウィン一色となります。
詳細は別紙のとおりです。

△昨年開催したハロウィン・ファミリーパレードの様子

△ハロウィンにゃんこ＆どうぶつパーク（イメージ）
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＜別 紙＞

１．東京スカイツリータウン® 「ハロウィン・ファミリーパレード」
ハロウィン装飾で彩られたソラマチ商店街やソラマチひろば、ソラミ坂ひろばなどのエリアを、
ソ ラ カ ラ ち ゃ ん ダ ン サ ー ズ と 一 緒 に お菓子を貰いながら練り歩き、親子で仮装してパレードを
楽しめます。歩いた後は、東京スカイツリー公式キャラクター ソラカラちゃんの「ソラカラちゃんの
マジカル☆ハロウィンダンス！」に参加して記念写真を撮影できます。
■開 催 日

１０月２２日（土）、２３日（日）、２９日（土）、３０日（日）

■受付時間

１１：１０／１３：１０（全２回、各回約５０分）

■場

東京スカイツリータウン内（ソラマチひろば～ソラマチ商店街～ソラミ坂ひろば～

所

スカイアリーナ）
■参加方法

仮装のうえ、上記受付時間にソラマチひろば（東京スカイツリータウン１階）に集合

■参 加 費

無料

※天候等により、内容が変更になる場合があります。

△昨年開催したハロウィン・ファミリーパレードの様子
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２．東京ソラマチ® ハロウィン２０１6
東京ソラマチでは、全長約１２０ｍに３０店舗以上が並ぶ「ソラマチ商店街」と東京スカイツリー
タウン１階のソラマチひろばを“ハロウィン村”と題し、東京スカイツリー ®と一緒に撮影できる
フォトオブジェやハロウィンイルミネーションを設置します。また、ソラマチ商店街
の各店舗では、仮装でのお出迎えやお菓子のプレゼントなどを実施。このほか、ハロウィン時 期
ならではのフェイスペイントや、仮装したパフォーマーによる大道芸などのイベントも実施します。
■期

間

１０月７日（金）～１０月３１日（月）

■場

所

東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろば
東京ソラマチ１階 ソラマチ商店街

△東京ソラマチ ハロウィン２０１６
メインビジュアル

△ハロウィンイルミネーション
（過去の様子）

△“ハロウィン村”
（過去のイメージ）
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（１） ハロウィン フェイスペイント ファクトリー
かぼちゃやこうもりなど、ハロウィンにぴったりなワンポイントメイクの
フェイスペイントをお楽しみいただけます。
■期

間

１０月２２日（土）
、２３日（日）
、２９日（土）
、３０日（日）

■時

間

１０：００～１６：００

■場

所

東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろば

■料

金

３００円～（税込・１名様）

△フェイスペイント（イメージ）

（２） ハロウィン大道芸
東京ソラマチ®の恒例イベント「ソラマチ大道芸」を、ハロウィン期間中
も開催します。ハロウィンらしくユニークに仮装したパフォーマーが 、
ジャグリングやアクロバット、マジックなどの大道芸を披露します。
■期

間

１０月２２日（土）
、２３日（日）
、２９日（土）
、３０日（日）

■時

間

１２：００、１４：００、１６：００

■場

所

東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろば

■料

金

無料

△大道芸（イメージ）

（３） ハロウィンにゃんこ＆どうぶつパーク
かぼちゃや魔女など、ハロウィンらしい仮装をした可愛い猫ちゃん、
わんちゃんをはじめ、たくさんの動物たちとの触れ合いや記念撮影が
楽しめる「ハロウィンにゃんこ＆どうぶつパーク」を東京ソラマチにて
初めて開催いたします。猫ちゃん、わんちゃんを中心に、うさぎや
ハリネズミ、リクガメやミーアキャットなどの珍しい動物や、
ハロウィンにぴったりのフクロウも登場します。また、仮装をして
ご来場いただいたお客さまは、入場料が割引になります。
△ハロウィンにゃんこ＆どうぶつパーク
（イメージ）

■期

間

１０月２２日（土）
、２３日（日）

■時

間

１０月２２日（土）１１：００～１８：００（最終入場１７：３０）
１０月２３日（日）１０：００～１７：３０（最終入場１７：００）

■場

所

東京ソラマチ５階 スペース６３４

■料

金

猫ルーム

大人１,２００円、子ども（小学生以下）８００円

動物ルーム 大人８００円、子ども（小学生以下）５００円、
親子券１,２００円（大人・子ども各１名）
えさやり１回２００円
※猫ルームは１時間単位の入場料です。
※猫ルームは４歳以下のお客さまはご入場いただけません。
※内容や時間の変更、見合わせ等を行う場合があります。
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３．東京スカイツリー®ハロウィンデコレーション＆イベント
東京スカイツリーでは、カボチャやゴーストたちをモチーフと
した愉快でかわいいデコレーションや、ハロウィン衣装に身を
包んだソラカラちゃんによるお客さま参加型のダンスイベントを、
週末を中心に開催します。
■期

間

９月１５日（木）～１０月３１日（月）

△メインビジュアル

（１） ハロウィンデコレーション
「東京スカイツリーがソラカラちゃんの HALLOWEEN MAGIC で
ゴーストタワーに？！」をコンセプトに、天望回廊や天望デッキ
フロア３４５を中心に、カボチャやゴーストたちをモチーフと
した愉快でかわいいデコレーションを展開します。
■期

間

１０月１日（土）～１０月３１日（月）

■場

所

東京スカイツリー天望デッキ フロア３４５、

△ハロウィンデコレーション（イメージ）

天望回廊 フロア４４５・４５０、ソラカラポイント

（２） ソラカラちゃんのマジカル☆ハロウィンダンス！
ハロウィン衣装のソラカラちゃん、スコブルブル、テッペンペン
と一緒に、ハロウィン限定のオリジナルソングに合わせて楽しく
踊ることができる参加型のダンスショーです。
■期

間

９月１７日（土）～１０月３０日（日）までの
土・日・祝日

■時

間

１０：００／１１：３０※／１４：００／１５：３０
（各回約２０分）

△ソラカラちゃんの
マジカル☆ハロウィンダンス！
（昨年の様子）

※１０月２２日（土）、２３日（日）、２９日（土）、３０日（日）の１１：３０の
回は１２：００に変更となります。
■場

所

東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ特設ステージ
※荒天時は、場所や時間が変更となる場合があります。

（３） ソラカラちゃんのハロウィングリーティング
ハロウィン衣装のソラカラちゃんが、天望デッキ

フロア３５０にて

グリーティングを行います。
■期

間

９月１５日（木）～１０月３１日（月）
※「ソラカラちゃんのマジカル☆ハロウィンダンス！」開催日は除く。

■時

間

９：００／１０：３０／１３：３０／１５：００／１６：３０
（各回約１５分）

■場

所

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０
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４．東京スカイツリー®オフィシャルショップ「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」 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、ハロウィン限定
商品を販売します。
■販売期間

２０１６年９月１５日（木）～１０月３１日（月）

■販売か所

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、天望デッキ フロア３４５

ソラカラちゃん２４ｃｍ（Ｓ） ハロウィン２０１６
￥２，３００

ソラカラちゃん ハロウィンチョコレートパイ２０１６
￥１，０８０

ハロウィン衣装のソラカラちゃんが、ほうきに
乗ったポーズのぬいぐるみです。頭部に取り
外しができるボールチェーンが付いている

丹念に練り上げたパイをたっぷりのチョコレートで
コーティングしました。箱は、ハロウィンを楽しむ
ソラカラちゃんを描いた仕掛け箱になっています。
１２枚入り。

サイズ：全高約２４ｃｍ

￥７００
各￥１，３８０
ソラカラちゃんがカボチャとガイコツに仮装した
ハロウィンシーズン限定のマスコットです。
サイズ：全高約１５ｃｍ。

あと引くおいしさのカレー味の銀座松崎ひとくち
せんべい。外装にはソラカラちゃんのかわいい仮装
アートを描きました。３０枚入り。
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ソラカラちゃん メタルストラップ ハロウィン２０１６
￥８２０
スカイツリーにガイコツの仮装をしたソラカラちゃん
とカボチャが付いたメタルストラップです。

スヌーピー ランチトート ハロウィン２０１６
￥２，４８４
スヌーピーとスカイツリーのハロウィンシリーズに
がとってもキュートです。

※価格は全て税込です。販売期間は変更になる場合があります。
※写真・イラストはイメージです。掲載内容が変更となる場合があります。
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以 上

