
 

 

 

 

報 道 各 位 

２０１２年２月２４日  

 

 

 

 

 

東武タワースカイツリー株式会社 
 

東武タワースカイツリー株式会社（本社：東京都墨田区）では、このたび東京スカイツリー展望台の個人

入場券の発売方法を決定いたしました。 

  東京スカイツリー天望デッキ個人入場券(日時指定券)の受付は、2012年 3月 22日(木)よりインターネット

および店頭販売(東武トラベル各支店※一部支店を除く)で開始いたします。開業当初は多くのお申込が予想され

ますので、発売方法は抽選方式を採用いたしました。 

  なお、開業当初予想されるお客様の集中の緩和と、周辺にお住まいの皆様の生活環境への配慮をするために、

開業日の 2012年 5月 22日(火)～7月 10日（火）までの 50日間を「完全予約期間」といたします。 

また東京スカイツリー展望台入場券のデザイン、東京スカイツリーコールセンターの開設も決定いたしまし

たのであわせて発表いたします。 

概要は下記のとおりです。 
記 

 

(１)完全予約期間の個人入場券発売方法 

完全予約期間は 2012年 5月 22日(火)～7月 10日(火)の 50日間となります。 

この期間の東京スカイツリー天望デッキ(350ｍ)の個人入場券は日時指定券となり、インターネット 

予約(事前購入)と店頭販売(東武トラベル)となります。発売方法はどちらも抽選方式となります。 

なお、完全予約期間中、当日券の販売はございません。 

 

(２)通常期（完全予約期間終了後）の個人入場券発売方法 

   2012年 7月 11日(水)より通常営業となり、インターネット予約(事前購入)とあわせて、当日券の販売を 

開始いたします。なお、この期間のインターネット予約による日時指定券販売は先着順となります。 
 

※(1)・(2)の期間ともに、東京スカイツリー天望回廊(450m)の入場券は、 

東京スカイツリー天望デッキ(350m)内のチケットカウンターのみで販売をおこないます。 

 

(３)東京スカイツリー展望台の入場券デザイン 

東京スカイツリー来場の記念になるように、朝・昼・晩と表情を変える東京スカイツリーをデザインし、

稀に出現する公式キャラクター「ソラカラちゃん®」が登場するデザインもございます。 

また、シンプルなデザインで視認性確保にも配慮いたしました。 

 

(４)東京スカイツリーコールセンター開設 

   お客様からのお問い合わせ窓口として、東京スカイツリーコールセンターを開設いたします。 

    開設日  2012 年 2 月 27 日(月) 

    電話番号 0570-55-0634 ※PHS・一部 IP 電話等からは 043-299-1190 をご利用ください。 

    営業時間 10:00～18:00(土日祝除く) ※5 月 15 日(火)より 9:00～20:00(全日)となります 

以 上 

 

 
東京スカイツリー ®展望台の個人入場券の発売方法を決定いたしました 

 展望台入場券のデザイン発表／東京スカイツリーコールセンター開設  

東京スカイツリータウン
®
２０１２年５月２２日グランドオープン！ 

 3 月 22 日 (木 )より抽選受付開始・完全予約期間は 7 月 10 日 (火 )までの 50 日間   



 

 

 

 
 

 

 

 

2012年 5月 22日(火)～7月 10日(火)は完全予約期間といたします。 

この期間は当日券の販売はございません。 

一日あたりの販売予定枚数は、約 14,000枚となります。 
 

なお、開業日の 5月 22日(火)は 12:00より入場が可能です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・インターネット予約（事前購入）は、「東京スカイツリーWebチケット（ぴあ株式会社運営）」を 

ご利用いただきます(http://ticket.tokyo-skytree.jp)。申込には専用の会員登録が必要です。 
 

・インターネット予約をご利用いただくには、日本国内で発行されたクレジットカードが必要です。 

当選と同時にクレジットカードによる決済がおこなわれます。決済完了後のお取消や変更はできません。 
 

・抽選のお申込は、入場日と 8:00～20:30 まで 30分刻みに設定された時間をお選びいただき、 

第 8希望まで登録いただけます。申込人数は最大 8名様までとなります。 
 

・決済されたクレジットカードを東京スカイツリー4階のチケットカウンターに持参いただき、 

入場券を発券いただきますので、入場当日も決済されたクレジットカードが必要となります。 

なお、入場予約当日のみ発券が可能です。また、入場当日には確認のため、購入時のメールを 

印刷してお持ちください（携帯電話の画面確認でも可）。 

 

 

 
 

 

東武トラベル 44 支店の店頭で販売をいたします。受付方法は「抽選方式」となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１日を 4つの時間帯に分けた申込用紙に、第 4希望までお申込できます。 

お申込は、同一申込期間内では最大 2日分まで同時にお申込いただけます。 

申込人数は最大 8名様までとなります。 

当選者へは東武トラベル支店での掲示と電話連絡によってお知らせいたします。 
 

・入場券引換券の引渡をもって契約成立となります。契約成立後のお取り消しや変更はできません。 
 

 ※詳しくは東武トラベルホームページ（http://www.tobutravel.co.jp）をご覧ください。 

入場日(期間) 申込期間 抽選結果発表日 

5/22(火)～ 5/31(木) 3/22(木)～ 3/28(水) 3/30(金) 

6/ 1(金)～ 6/15(金) 4/ 1(日)～ 4/10(火) 4/12(木) 

6/16(土)～ 6/30(土) 4/16(月)～ 4/25(水) 4/27(金) 

7/ 1(日)～ 7/10(火) 5/ 1(火)～ 5/ 7(月) 5/ 9(水) 

入場日(期間) 申込期間 抽選結果発表日 

5/22(火)～ 5/31(木) 3/22(木)～ 3/28(水) 3/31(土)まで 

6/ 1(金)～ 6/10(日) 4/ 1(日)～ 4/ 7(土) 4/10(火)まで 

6/11(月)～ 6/20(水) 4/11(水)～ 4/17(火) 4/20(金)まで 

6/21(木)～ 6/30(土) 4/21(土)～ 4/27(金) 4/30(月)まで 

7/ 1(日)～ 7/10(火) 5/ 1(火)～ 5/ 7(月) 5/10(木)まで 

１・完全予約期間の個人入場券発売方法について 

<別紙１> 

①インターネット予約（事前購入)について 

②店頭販売<東武トラベル>での事前購入について ※完全予約期間限定発売 

 

完全予約期間のインターネット予約は「抽選方式」となります。 

 

http://ticket.tokyo-skytree.jp/
http://www.tobutravel.co.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3歳以下は無料となります。12歳で小学生の場合は小人料金、18歳で高校生の場合は中人料金が適用となります。 

東京スカイツリー天望デッキの料金には、日時指定料金の 500円が含まれております。 
 
 

※東京スカイツリー天望回廊(450m)入場券の事前購入はできません、 

東京スカイツリー天望デッキ(350m)内チケットカウンターでご購入ください。 
 

 

 
 

◆東京スカイツリー天望デッキ(350m)入場券購入方法と種類 

  ※1．ぴあの抽選システムを利用しております。  ※2．コンピュータを用いた抽選システムを使用しております。 

 

 

購入方法 券の種類(※) 
完全予約期間 

5/22～7/10 

通常期 

7/11～ 
備考 

東京スカイツリー窓口 

当日販売 
当日券 - 約 10,000枚 

2012年 7月 11日 

から発売開始 

団体予約 日時指定券 約  4,000 枚 約  6,000枚 
既発売 

（2011年 11月～） 

旅行会社・ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾃﾙ/ 

ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾎﾃﾙ旅行商品 
日付指定券 約  2,000 枚 約  2,000枚 

既発売 

（2011年 10月～） 

合 計 枚 数 約 14,000 枚 約 20,000枚 - 

 

          ※入場券の種類について 

日時指定券：日付と時間を指定した券です（時間指定は 30 分単位) 

当 日 券：当日発売の券です（入場時間の指定はありません） 

日付指定券：日付のみ指定された券です（入場時間の指定はありません） 

 

 

 

 区分 

大人 中人 小人 幼児 

18歳以上 
12～17歳 6～11歳 

4～5歳 
高校生/中学生 小学生 

東京スカイツリー 

天望デッキ(350m) 

事前購入 

(日時指定券) 
2,500円 2,000円 1,400円 1,100円 

東京スカイツリー 

天望回廊(450m) ※ 
当日購入 1,000円   800円   500円   300円 

購入方法 券の種類 
完全予約期間 

5/22～7/10 

通常期 

7/11～ 
備考 

インターネット予約 

（事前購入） 
日時指定券 

約  6,000 枚 

<抽選 ※１> 

約  2,000枚 

<先着順> 

2012年 3月 22日 

から受付開始 

店頭販売<東武トラベル> 

（事前購入） 
日時指定券 

約  2,000 枚 

<抽選 ※２> 
- 

2012年 3月 22日 

から受付開始 

◆料金表（完全予約期間） 

 

③料金表と販売枚数について（完全予約期間） 

 



 

 

 

 

 
 

完全予約期間は 2012年 7月 10日で終了となり、7月 11日から当日券の販売を開始いたします。 

一日あたりの販売予定枚数は、約 20,000枚となります。 

 

 

 

 

2012年 7月 11日(水)より、東京スカイツリー4階チケットカウンターにて当日券の発売を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

当日券での入場時間は 8:00～21:00となります。販売時間等は決定次第ホームページ等で発表いたします。 

なお当日券は混雑状況により販売を中止する場合もございます。 
 

 

 

 

 

 

 

2012年 7月 11日(水)入場分からの、日時を指定したインターネット予約(事前購入)は、 

「先着順」となります。店頭販売<東武トラベル>での事前購入は終了いたします。 

 

※花火大会や年末年始などの特定日の営業については、決定次第弊社ホームページ等で発表いたします。 

 

 

 

  

  

 
 

  入場日の 2ヶ月前≪2012年 5月 11日(金)≫からの発売いたします。 

発売方法や発売開始時間の詳細は決定次第ホームページ等で発表いたします。 

 

・インターネット予約（事前購入）は、「東京スカイツリーWebチケット（ぴあ株式会社運営）」を 

ご利用いただきます(http://ticket.tokyo-skytree.jp)。申込には専用の会員登録が必要です。 
 

・インターネット予約をご利用いただくには、日本国内で発行されたクレジットカードが必要です。 

申込と同時にクレジットカードによる決済がおこなわれます。決済完了後のお取消や変更はできません。 
 

・入場日と 8:00～20:30まで 30分刻みに設定された時間をお選びいただき申込いただきます。 

申込人数は最大 8名様までとなります。 
 

・決済されたクレジットカードを東京スカイツリー4階のチケットカウンターに持参いただき、 

入場券を発券いただきますので、入場当日も決済されたクレジットカードが必要となります。 

なお、入場予約当日のみ発券が可能です。また、入場当日には確認のため、購入時のメールを 

印刷してお持ちください（携帯電話の画面確認でも可）。 

 

２・通常期(2012 年 7 月 11 日～)の個人入場券発売方法について 

① 当日券の発売について 

②インターネット予約（事前購入)について 

①  

 2012年 7月 11日～ 

入場 

  2012年 5月 11日(金)発売開始 

先着順 

2012年 7月 11日(水)～ 当日券発売 

発売場所：東京スカイツリー4階チケットカウンター 

http://ticket.tokyo-skytree.jp/


 

 

 

 

 

 

 
3歳以下は無料となります。12歳で小学生の場合は小人料金、18歳で高校生の場合は中人料金が適用となります。 

東京スカイツリー天望デッキの料金には、日時指定料金の 500円が含まれております。 
 
 

※東京スカイツリー天望回廊(450m)入場券の事前購入はできません、 

東京スカイツリー天望デッキ(350m)内チケットカウンターでご購入ください。 

 

◆東京スカイツリー天望デッキ(350m)入場券購入方法と種類 
 

 
 

 

購入方法 券の種類(※) 
完全予約期間 

5/22～7/10 

通常期 

7/11～ 
備考 

東京スカイツリー窓口 

当日販売 
当日券 - 約 10,000 枚 

2012年 7月 11日 

から発売開始 

団体予約 日時指定券 約  4,000枚 約  6,000 枚 
既発売 

（2011年 11月～） 

旅行会社・ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾃﾙ/ 

ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾎﾃﾙ旅行商品 
日付指定券 約  2,000枚 約  2,000 枚 

既発売 

（2011年 10月～） 

合 計 枚 数 約 14,000枚 約 20,000 枚 - 

 

 

※入場券の種類について 

日時指定券：日付と時間を指定した券です(時間指定は 30 分単位) 

当 日 券：当日発売の券です（入場時間の指定はありません） 

日付指定券：日付のみ指定された券です（入場時間の指定はありません） 
 

 

 

 

 区分 

大人 中人 小人 幼児 

18歳以上 
12～17歳 6～11歳 

4～5歳 
高校生/中学生 小学生 

東京スカイツリー 

天望デッキ(350m) 

当日券 

(時間指定なし) 
2,000円 1,500円 900円 600円 

事前購入 

(日時指定券) 
2,500円 2,000円 1,400円 1,100円 

 東京スカイツリー 

天望回廊(450m) 
当日購入のみ 1,000円 800円 500円 300円 

購入方法 券の種類 
完全予約期間 

5/22～7/10 

通常期 

7/11～ 
備考 

インターネット予約 

（事前購入） 
日時指定券 

約  6,000枚 

<抽選> 

約  2,000 枚 

<先着順> 

2012年 3月 22日 

から受付開始 

店頭販売<東武トラベル> 

（事前購入） 
日時指定券 

約  2,000枚 

<抽選> 
- 

2012年 3月 22日 

から受付開始 

③料金表と販売枚数について（通常期） 

 

◆料金表（通常期） 

 



 

 

■東京スカイツリー®展望台の入場券デザイン 

 

東京スカイツリー天望デッキ入場券 3種（サイズ：縦 6ｃｍ×横 11ｃｍ程度） 

 

・朝焼け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・昼 景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・夕焼け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※入場券デザインは変更の可能性もございます。 

 

■東京スカイツリー公式ホームページについて 

 

  2012年 2月 24日 東京スカイツリーのホームページをリニューアルいたしました。 

  最新の情報や入場券の購入方法はホームページで確認ください。 

http://www.tokyo-skytree.jp 

 

<別紙２> 

http://www.tokyo-skytree.jp/


 

＜別 紙３＞ 

 

東武トラベルの店頭販売支店一覧 

1 札幌支店 平日 9:30～18:00 土日祝日 23 浅草駅支店
平日09:00～19:00

土曜09:00～18:00

日祝09:00～18:00

2 一関支店 平日 9:30～18:00 土日祝日 24 坂戸駅支店

平日10:00～19:00

土曜10:00～18:00

日祝10:00～18:00

3 前橋支店
平日10:00～19:00

土曜10:00～19:00

日祝10:00～19:00
25 川越支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30

4 館林駅支店
平日10:00～18:30

土曜10:00～18:30
日曜祝日 26 ふじみ野駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:00

日祝10:30～18:00

5 宇都宮支店 毎日10:00～18:30
東武百貨店

定休日
27 志木駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30

6 栃木支店
平日09:30～18:00

土曜09:30～18:00
日曜祝日 28 和光市駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:00

日祝10:30～18:00

7 千葉支店 平日 9:30～18:00 土日祝日 29 成増駅支店
平日10:30～19:30

土曜10:30～18:00

日祝10:30～18:00

8 船橋駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30
30 上板橋駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30

9 柏駅支店
平日10:30～19:30

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30
31 池袋駅支店

平日10:00～20:00

土曜10:00～18:00

日祝10:00～18:00

10 ららぽーと柏の葉支店
平日10:00～20:00

土曜10:00～20:00

日祝10:00～20:00
32 錦糸町駅支店

平日10:00～19:00

土曜10:00～18:00

日祝10:00～18:00

11 大宮駅支店

平日11:00～20:00

土曜11:00～18:00

日祝11:00～18:00
33 新宿支店 平日 10:00～19:00 土日祝日

12 東武動物公園駅支店
平日10:00～19:00

土曜10:00～18:00

日祝10:00～18:00
34 横浜支店 平日 10:00～18:30 土日祝日

13 春日部駅支店

平日10:30～19:00

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30
35 静岡支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

14 せんげん台駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:00

日祝10:30～18:00
36 名古屋支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

15 越谷駅支店
平日10:00～19:00

土曜10:00～18:00

日祝10:00～18:00
37 京都支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

16 新越谷駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30
38 大阪支店 平日 10:00～18:00 土日祝日

17 松原団地駅支店

平日10:00～19:00

土曜10:00～18:00

日祝10:00～18:00
39 姫路支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

18 草加駅支店
平日10:30～19:30

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30
40 岡山支店 平日 10:00～18:30 土日祝日

19 竹ノ塚駅支店

平日11:00～19:30

土曜11:00～18:30

日祝11:00～18:30
41 福山支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

20 西新井駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:00

日祝10:30～18:00
42 四国支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

21 北千住駅支店
平日10:00～20:00

土曜10:00～18:00

日祝10:00～18:00
43 福岡支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

22 押上支店 平日 9:30～18:00 土日祝日 44 長崎支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

支店名 営業時間 休業日No 支店名 営業時間 休業日 No

1 札幌支店 平日 9:30～18:00 土日祝日 23 浅草駅支店
平日09:00～19:00

土曜09:00～18:00

日祝09:00～18:00

2 一関支店 平日 9:30～18:00 土日祝日 24 坂戸駅支店

平日10:00～19:00

土曜10:00～18:00

日祝10:00～18:00

3 前橋支店
平日10:00～19:00

土曜10:00～19:00

日祝10:00～19:00
25 川越支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30

4 館林駅支店
平日10:00～18:30

土曜10:00～18:30
日曜祝日 26 ふじみ野駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:00

日祝10:30～18:00

5 宇都宮支店 毎日10:00～18:30
東武百貨店

定休日
27 志木駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30

6 栃木支店
平日09:30～18:00

土曜09:30～18:00
日曜祝日 28 和光市駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:00

日祝10:30～18:00

7 千葉支店 平日 9:30～18:00 土日祝日 29 成増駅支店
平日10:30～19:30

土曜10:30～18:00

日祝10:30～18:00

8 船橋駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30
30 上板橋駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30

9 柏駅支店
平日10:30～19:30

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30
31 池袋駅支店

平日10:00～20:00

土曜10:00～18:00

日祝10:00～18:00

10 ららぽーと柏の葉支店
平日10:00～20:00

土曜10:00～20:00

日祝10:00～20:00
32 錦糸町駅支店

平日10:00～19:00

土曜10:00～18:00

日祝10:00～18:00

11 大宮駅支店

平日11:00～20:00

土曜11:00～18:00

日祝11:00～18:00
33 新宿支店 平日 10:00～19:00 土日祝日

12 東武動物公園駅支店
平日10:00～19:00

土曜10:00～18:00

日祝10:00～18:00
34 横浜支店 平日 10:00～18:30 土日祝日

13 春日部駅支店

平日10:30～19:00

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30
35 静岡支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

14 せんげん台駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:00

日祝10:30～18:00
36 名古屋支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

15 越谷駅支店
平日10:00～19:00

土曜10:00～18:00

日祝10:00～18:00
37 京都支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

16 新越谷駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30
38 大阪支店 平日 10:00～18:00 土日祝日

17 松原団地駅支店

平日10:00～19:00

土曜10:00～18:00

日祝10:00～18:00
39 姫路支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

18 草加駅支店
平日10:30～19:30

土曜10:30～18:30

日祝10:30～18:30
40 岡山支店 平日 10:00～18:30 土日祝日

19 竹ノ塚駅支店

平日11:00～19:30

土曜11:00～18:30

日祝11:00～18:30
41 福山支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

20 西新井駅支店

平日10:30～19:30

土曜10:30～18:00

日祝10:30～18:00
42 四国支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

21 北千住駅支店
平日10:00～20:00

土曜10:00～18:00

日祝10:00～18:00
43 福岡支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

22 押上支店 平日 9:30～18:00 土日祝日 44 長崎支店 平日 9:30～18:00 土日祝日

支店名 営業時間 休業日No 支店名 営業時間 休業日 No


