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東京スカイツリータウン（東京都墨田区）は、本日５月２２日（木）に開業２周年を迎えました。これ

までのお客様や地域の皆様などのご支援・ご協力に感謝の気持ちをお伝えするとともに、２周年を迎える

東京スカイツリータウンをますますお楽しみいただけるよう、５月１２日（月）～６月１日（日）を特別

期間とし、２周年を記念した各種行事を実施しております。 

本日５月２２日には開業記念日として、「感謝」の花言葉を持つ「バラの苗木」をご来場のお客様へプレ

ゼントしたほか、とうきょうスカイツリー駅構内においてフォトスポット新設除幕式を実施いたしました。 

これまで東京スカイツリータウンは「安全・安心」を第一に、概ね順調な営業を継続し、おかげさまで

多くのお客様にお越しいただきました。 

今後も東武グループの一員として、地域の皆様とさらに連携を強め、沿線地域の活性化に寄与してまい

りたいと考えています。 

開業記念日の催し等の概要は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開業２周年コメント＞ 

地元墨田区を始めとする多くの関係者の皆様のご支援、ご協力により、これまでの２年間概ね順調

に営業できたことに感謝いたします。今後とも地域の皆様と連携をはかり、多くのお客様にご満足い

ただけるよう、安全・安心をモットーに従業員一同より一層努力してまいります。 

 

以 上 

 
「安全・安心」を第一に、おかげさまで２周年 

 
東京スカイツリータウン®が開業２周年を迎えました 

これまでの「感謝」を花言葉に込め、「バラの苗木」をご来場のお客様にプレゼント 

～ 東京スカイツリータウンが、一周年記念イベントで盛り上がります ～ 

△ 「バラの苗木」プレゼントの様子 



＜別紙＞ 

 

東京スカイツリータウン®開業２周年記念行事等（５月２２日実施分）について 

 

記念行事等 

（１）開業２周年記念品「バラの苗木」プレゼント 

① 時 間  １３：００～１３：３０ 

② 場 所  東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ 

③ 概 要   ・東京スカイツリー®および東京ソラマチ®のスタッフ（計４名）、東武鉄道浅草駅長、   

とうきょうスカイツリー駅長および東京スカイツリー公式キャラクター「ソラカラ  

ちゃん」が東京スカイツリー前に整列。 

・東京スカイツリータウンスタッフの「東京スカイツリー 統括ディレクター  

 荒西 美佐（あらにしみさ）」よりご来場の皆様に感謝とお礼の挨拶。 

・「感謝」の花言葉を持つ「バラの苗木」１０００鉢を、スタッフおよび駅長、計６名が

ご来場のお客様に先着順にプレゼント。（バラの苗木は東武グループのザ・トレジャーガー

デン館林からの提供） 

④ 出席者 東京スカイツリー 統括ディレクター 荒西 美佐（あらにし みさ）（挨拶） 

東京スカイツリー公式キャラクター「ソラカラちゃん」 

※「バラの苗木」配付者は以下の６名 

東京スカイツリースタッフ（案内担当者３名）、東京ソラマチスタッフ（インフォメーシ

ョン担当者１名）、東武鉄道 浅草駅長、とうきょうスカイツリー駅長 

 

（２）とうきょうスカイツリー駅構内 フォトスポット新設除幕式 

① 時 間  １３：４０～１４：００ 

② 場 所  とうきょうスカイツリー駅構内  

③ 概 要  ・とうきょうスカイツリー駅構内に、東京スカイツリー公式キャラクター「ソラカラち

ゃん」とスカイツリートレインが写せるフォトスポットを新設。 

・フォトスポットの人感センサーにより自動的に流れる音声ガイダンスを初披露する

とともに、駅長とソラカラちゃんによる除幕式を実施。 

・先着１０組のお客様に、駅長、ソラカラちゃんと一緒に記念写真をお手持ちのカメラ

で撮っていただける記念写真撮影サービスを実施。 

④ 出席者  東武鉄道株式会社 とうきょうスカイツリー駅長  椎木 誠（しいき のぶ） 

東京スカイツリー®公式キャラクター「ソラカラちゃん」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

△ フォトスポット新設除幕式の様子 



 

＜参考１＞ 

 

東京スカイツリータウン®来場者数について 

 

■来場者数 

 開業から２０１３年度末（2012/5/22～2014/3/31）までの実績 

（１） 東京スカイツリー®の２０１３年度末累計来場者数 

約１，１７２万人 

（２） 東京スカイツリータウン全体の２０１３年度末累計来場者数 

約８，４０３万人 

 

＜参考＞ 開業後の来場者数の推移 

    東京スカイツリー 東京スカイツリータウン 

2012年度 

５月２２日（開業） － － 

６月２１日（１か月） 約 ４０万人 約 ５８１万人 

７月１９日（５９日） － １，０００万人達成 

８月 １日（７２日） １００万人達成 － 

２月２８日（２８３日） ５００万人達成 － 

３月３１日（３１４日） 約５５４万人 約４，４７６万人 

2013年度 

５月１４日（３５８日） － ５，０００万人達成 

５月２０日（３６４日） ６３４万人達成 － 

１２月 ６日（５６４日） １，０００万人達成 － 

３月３１日（６７９日） 約１，１７２万人 約８，４０３万人 

 
 

以 上 

 

 

 

 
 

 



＜参考２＞ 

東京スカイツリータウン開業後２年間の主なできごと 

 

東京スカイツリー・東京スカイツリータウン 東武鉄道・東武グループ 

2012 年（平成 24年） 

5/22 グランドオープン 

6/29～7/26 夏空バーゲン 

7/7 七夕イベント。初の特別ライティング「七夕」点灯 

7/11 東京スカイツリー完全予約期間終了・当日券発売開始 

7/19 東京スカイツリータウン来場者数１，０００万人達成 

7/23～8/23 東日本大震災被災地域在住の小中学生を含むご

家族を東京スカイツリーへ招待 

7/23 東京スカイツリー「Ｉ ＬＯＶＥ ニッポン」プロジ

ェクト開始 

7/28 隅田川花火大会に伴う初の特別営業 

7/29～8/13、8/29～9/10 ロンドンオリンピック・パラリン

ピック金メダル獲得お祝い点灯 

8/1 東京スカイツリー来場者１００万人を達成 

8/1～8/15 と～ぶボンボキッズ親子で東京ソラマチ探検！

タッチラリー 

8/21 クリーンアップマイタウン in東京スカイツリータウ

ン 

8/29 開業１００日。「天望シャトルアップライト」開始 

9/1 防災の日特別ライティング 

9/7 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック招致特別

ライティング 

10/1 ピンクリボン特別ライティング 

10/9～10/31 ハロウィンイベント開催 

10/28 「ソラカラちゃん」バースデーイベント 

11/10 東武動物公園 ふれあい移動動物園 in東京スカイツ

リータウン 

11/11 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催都

市決定３００日前特別ライティング 

11/15～2013/1/31 東京スカイツリータウンウインターフェ

スティバル ライトアート・エンタテイメント２０１２開始 

11/15 クリスマス特別ライティング点灯イベント 

11/20 東京スカイツリータウン開業半年記念限定ライティ

ング 

12/2 クリーンアップマイタウン in東京スカイツリータウン

（第 2回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/29 ８０００系リバイバルカラー車両運行開始（大宮駅～

とうきょうスカイツリー駅間） 

 

10/27 展望車両６３４型「スカイツリートレイン」デビュー 

10/27～2013/5/22 とうきょうスカイツリー駅から浅草駅間

特急列車ご乗車キャンペーン 

 

 

 

 

 

11/21 浅草駅ビル商業施設「ＥＫＩＭＩＳＥ」グランドオー

プン 

 

2013 年（平成 25年） 

1/1  年始に伴う初日の出特別営業 

1/1～1/31 初空バーゲン（東京ソラマチ初売り） 

2/1～2/28 恋愛カレッジ 

2/28 東京スカイツリー来場者５００万人を達成 

2/1～3/31 訪日旅行促進事業（ビジットジャパン事業）協賛

（観光庁） 

3/4～3/7  ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック招

致特別ライティング 

3/10 東京大空襲特別ライティング 

3/11 東日本大震災特別ライティング 

3/16～4/10 桜特別ライティング 

3/16～4/10 桜スタンプラリー 

3/30～ TOKYO SKY CLEAN PROJECT を実施  

4/2 世界自閉症啓発デー 特別ライティング 

4/18 アウン・サン スー・チーさん 東京スカイツリー視

察 

4/20 クリーンアップマイタウン in東京スカイツリータウ

ン（第 3回） 

5/7～6/4 開業一周年特別期間 特別ライティング 

5/13  台北１０１との友好関係締結 

 

 

 

 

 

 

 

3/16 東武鉄道ダイヤ改正、浅草駅を 10：00以降に発車する

すべての下り特急列車がとうきょうスカイツリー駅に停車 

3/16 ダイヤ改正記念イベント開催 

 

5/5～8/31 「下町トレイン」運行、「下町スタンプラリー」

実施 

5/23～2014/3/31 まで「とうきょうスカイツリー駅から浅草

駅間特急列車ご乗車キャンペーン」延長 

 



 

東京スカイツリー・東京スカイツリータウン 東武鉄道・東武グループ 

2013年（平成 25年） 

5/14 東京スカイツリータウン来場者５，０００万人を達成 

5/16～5/19ソラマチ大道芸フェスティバル 

5/20 東京スカイツリー来場者６３４万人を達成 

5/22 東京スカイツリータウン開業１周年記念イベント 

5/22 東京スカイツリー開業１周年記念特別ライティング点

灯 

5/23 開業１周年ショートフィルム「TOKYO SKY STORY」上映 

5/25、5/26ご当地キャラクターフェスティバルｉｎすみだ

2013 開催 

5/31～在京テレビ局６社送信所移転 本放送開始 

6/21  夏至 ライトダウン 

6/29  七夕寄席ライティング点灯イベント 

6/29～7/7  七夕特別ライティング 

7/7   七夕 ライトダウン＜環境省主催ﾗｲﾄﾀﾞｳﾝ 2013 ｸｰﾙｱｰ

ｽ･ﾃﾞｰｲﾍﾞﾝﾄ＞ 

7/7～ 台北１０１との友好関係締結記念キャンペーン開始 

7/20～9/1  東京スカイツリーサマーキッズプログラム開催 

7/23～8/21 東日本大震災被災地域在住の小中学生を含むご

家族を東京スカイツリーへ招待 

7/27 隅田川花火大会に伴う特別営業 

8/1～8/3  墨田区民納涼民踊大会 

8/24～9/7  墨田区内小学生ライティング募集作品点灯 

9/8～9/16  ２０２０年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催都市決定 お

祝い特別ライティング 

9/13  台湾観光協会観光イベント 

10/1  ピンクリボンキャンペーン特別ライティング 

10/10～  東京スカイツリー 公式 facebook 開設 

10/4～10/31 Tokyo Skytree Town® Halloween ２０１３開催 

10/27    東京スカイツリー公式キャラクター「ソラカラちゃ

ん」バースデーイベント 

11/1～2014/1/31   東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ 2013開催 

11/1～12/25   Tokyo Skytree Dream Christmas 2013 開催 

11/1 クリスマス限定ライティング点灯イベント 

11/30 東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ 点灯イベント 

12/1～12/25  東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ&ｸﾘｽﾏｽｶｳﾝﾄ

ﾀﾞｳﾝﾗｲﾌﾞ 

12/6  東京スカイツリー来場者１０００万人を達成 

12/12 あべのハルカス（近畿日本鉄道）との相互ＰＲ第１弾

イベント 

12/12～2014/1/7  東京スカイツリー台北 101共同写真展開催 

12/31  年越し特別ライティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/14  と～ぶボンボキッズ スカイツリーの制服を着て特別

おしごと体験イベント 

 

 

7/20～8/31  東武鉄道杯少年野球大会・少年サッカー大会参

加チームの子どもたちを東京スカイツリーに無料で招待 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/13,10/20  と～ぶボンボキッズ 東京スカイツリータウン

ハロウィンキッズパレード 

10/14  「アニ玉祭プレイベント in東京スカイツリータウン」

を開催 

10/19  アニ玉祭会場の最寄駅である大宮駅までとうきょう

スカイツリー駅から直行するアニ玉コスプレトレインを運行 

2014年（平成 26年） 

1/1  年始に伴う初日の出特別営業 

1/1～1/31 初空バーゲン（東京ソラマチ初売り） 

1/23～3/2  コニャラ・スケートリンク in東京スカイツリー

タウン 

1/23  同上オープニングセレモニー 

2/1～3/16 バレンタインイベント「TOKYO SKYTREE LOVERS 

SKY 2014」 

2/7～24,3/7～16  ソチオリンピック・パラリンピック金メ

ダル獲得お祝いライティング 

2/13～3/16 バレンタイン・ホワイトデー特別ライティング

2/13 同上点灯式 

2/14  東京スカイツリータウン開業６３４日記念品配布イベ

ント 

2/22～東京スカイツリータウン 千葉工大スカイツリーキャ

ンパス拡張 AreaⅡ オープン 

3/1～ 東京スカイツリータウン 郵政博物館 オープン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/10  とうきょうスカイツリー駅前に新たなフォトスポット

が誕生 

3/16  とうきょうスカイツリー駅改称２周年記念イベント 

 

 

 



 

東京スカイツリー・東京スカイツリータウン 東武鉄道・東武グループ 

2014年（平成 26年） 

3/10 東京大空襲特別ライティング 

3/11 東日本大震災特別ライティング 

3/17～4/13 桜特別ライティング 

3/17～4/13 桜スタンプラリー 

4/11  ピンクパンサー生誕５０周年記念ソラカラちゃんコラ

ボイベント 

5/1～6/1  「東京スカイツリータウンスタンプラリー」実施 

5/2～5/6  ＧＷ特別ライティング「粋」「雅」交互点灯 

5/15～5/18  ソラマチ大道芸フェスティバル 

 

 

 

4/1～ とうきょうスカイツリー駅から浅草駅までの特急料金

無料サービス列車を拡大、通年実施 

4/1～9/30  「浅草・東京スカイツリー観光記念往復きっぷ」

を発売 

 

5/1～9/30 「東武鉄道 下町スタンプラリー２０１４」実施 

 

以 上 

 
 


