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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１１月１０日（木）～１２月２５日（日）

の期間、「東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１６」を開催します。 
  

今年は、大切な人と心温まるクリスマスを過ごして欲しいという想いを込めて、“ハートつながる  

クリスマス”をテーマに、東京スカイツリーを世界一高いクリスマスツリーに見立てた限定ライティングや、

東京スカイツリータウン内各所を約４０万球のキャンドルカラーイルミネーションで彩ります。 
  

また、初めて東京スカイツリー塔体下部の高さ約１２０メートルをメインスクリーンに見立て、  

複雑な塔体の構造を生かした迫力あるプロジェクションマッピングを実施します。クリスマスソングに

合わせて映像が動き出し、光に包まれたクリスマスツリーが浮かび上がります。 
  

そのほかにも、Crystal Kayや川嶋あいなどの人気アーティストたちが奏でるとっておきの“ラブソング”

をお楽しみいただけるライブイベントや、３００組以上のグループが集まるアカペラパフォーマンス、

本物の氷を使用したアイススケートリンクなど、ハートがつながり心温まるイベントを実施します。 
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「東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１６」 

２０１６年１１月１０日（木）～１２月２５日（日） 
１２月１０日（土）から、初めて東京スカイツリー®塔体下部をメインスクリーンとした 

クリスマスツリーが浮かび上がるプロジェクションマッピングを実施 

豪華アーティストによる“ラブソング”ライブや、アカペラなど心温まるイベントを開催 
 

△東京スカイツリータウン® 

プロジェクションマッピング（イメージ） 

△東京スカイツリー®クリスマス 

“ラブソング”ライブ （Crystal Kay） 

 

△ハートつながる階段 

イルミネーション（イメージ） 

△ソラマチ アカペラ ストリート 

（昨年の様子） 
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今年は、大切な人と心温まるクリスマスを過ごして欲しいという想いを

込めて、“ハートつながるクリスマス”をテーマに、世界一高いクリスマス

ツリーやキャンドルに見立てた東京スカイツリー®限定ライティングを点灯

します。また、タワーの高さにちなんだ６．３４メートルのクリスマスツリーや、

クリスマスソングに合わせて樹木やオーナメントが踊るように輝き出す

イルミショー、温かみのある約４０万球のキャンドルカラーイルミネーション

などを実施して、タワーのある街のクリスマスを彩ります。 

 

期 間  ２０１６年１１月１０日（木）～１２月２５日（日） 

※東京スカイツリータウン®内のイルミネーションの一部は、 

２０１７年３月５日（日）まで点灯します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北十間川 

●ハートつながる 

階段イルミネーション・・Ｐ５ 

 

ソラミ坂 
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ソラマチひろば 
 

●クリスマスリースフォトスポット・・Ｐ５ 

●ソラカラちゃんのトゥインクルアーチ・・Ｐ５ 

●ソラマチアカペラストリート２０１６・・Ｐ１０ 

 

東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス２０１６について 

 

 

△イルミネーション（昨年の様子） 

 

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® 

●オーロラの調べ・・Ｐ１１ 

●東京スカイツリータウン®プロジェクションマッピング・・Ｐ２ 

●光ガーデン・・Ｐ４ 

●６３４ツリー・・Ｐ４ 

●イルミショー・・Ｐ４ 

●光のオーロラ・・Ｐ５ 

●ＴＯＫＹＯ ＳＫＹＴＲＥＥ ＴＯＷＮ® ＩＣＥ ＳＫＡＴＩＮＧ ＰＡＲＫ・・Ｐ１

スカイアリーナ 

●クリスマス限定ライティング・・Ｐ３ 

●ナイトビューペアチケット・・Ｐ６ 

●クリスマスデコレーション・・Ｐ７ 

●東京スカイツリー®クリスマス“ラブソング”ライブ・・Ｐ７ 

●ＳＫＹＴＲＥＥ ＲＯＵＮＤ ＴＨＥＡＴＥＲ®  

「Happy Christmas」・・Ｐ８ 

●ソラカラちゃんのＨＡＰＰＹクリスマス２０１６・・Ｐ８ 

●ソラカラちゃんのハートつながるグリーティング・・Ｐ９ 

●スカイツリーサンタの窓ガラスそうじ・・Ｐ９ 

●親子でつくろう！ハートフルＬＥＤランタン・・Ｐ９ 

●Ｄｒｅａｍ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｐｒｅｓｅｎｔ  

～スカイツリーサンタからのおくりもの～・・Ｐ９ 

東京スカイツリー 

すみだ水族館 

 ●蜷川実花×クラゲ・・Ｐ１１ 

＜別 紙＞ 
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初めて東京スカイツリー®塔体下部の高さ約１２０メートルをメインスクリーンに見立て、複雑な 

塔体の構造を生かした迫力あるプロジェクションマッピングを実施します。クリスマスソングに合わせて

映像が動き出し、光に包まれたクリスマスツリーが浮かび上がります。 

映像制作は、フランスのエッフェル塔建立１２０周年記念イベントにて、エッフェル塔に     

プロジェクションマッピングを投影したクリエイティブグループ「ＣＯＳＭＯ ＡＶ」が担当し、塔体

の細部までダイナミックで美しい映像をお楽しみいただけます。 

 

期 間  ２０１６年１２月１０日（土）～１２月２５日（日） 

      ※荒天等により中止となる場合がございます。 

時 間  １７：３０～、１８：００～、１８：３０～、１９：００～、 

１９：３０～、２０：００～（各日６回、各回約８分上映） 

場 所  東京スカイツリー塔体下部の高さ約１２０メートル 

内 容  東京スカイツリーのライティングが消灯し、塔体の上部からゴールドの光が降りてきて、

複雑な構造体の間をまるで生命が宿っているように光が動き回ります。煌くステンド  

グラスや鮮やかな光のエフェクトなど美しい映像が続いた後に、音楽に合わせて光り輝く

クリスマスツリーが浮かび上がり、東京スカイツリータウン®のクリスマスを華やかに彩ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

©TOKYO-SKYTREETOWN         

 

△東京スカイツリータウン®プロジェクションマッピング（イメージ） 

１．東京スカイツリータウン®プロジェクションマッピング 
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（１） 東京スカイツリー®クリスマス限定ライティング 

東京スカイツリーを世界一高いクリスマスツリーに見立てた“シャンパンツリー”と、キャンドルに

見立てた“キャンドルツリー”の２種類のクリスマス限定ライティングを点灯します。 

 

点灯日時  ２０１６年１１月１０日（木）～１２月２５日（日） １６：３０～２２：００ 

      ※期間中、２２：００～２４：００は、粋または雅のライティングを点灯します。 

      ※１１月１０日（木）のみ、１６：４５から１８：００まで粋のライティングを点灯します。 

      ※１１月１２日（土）、１１月２０日（日）～１１月２４日（木）を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  もみの木をイメージした東京スカイ

ツリーをシャンパンゴールドの光で

彩ります。 

揺らぎながらも力強く燃え続ける

キャンドルの炎をイメージした  

ライティングです。 

シャンパンツリー 
 

キャンドルツリー 
 

©TOKYO-SKYTREE         

 

東京スカイツリーライティングスケジュール 
 

※都合により、一部変更となる場合があります。 

※１１月１０日（木）にライティングセレモニーを実施するため、１８：００に“粋”を消灯し、

“シャンパンツリー”を点灯します。 

２．イルミネーション 
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（２） 光ガーデン 

東京スカイツリー®の足元にあるスカイアリーナに、クリスマスツリーを中心としたフラワーガーデンが

登場します。ハート型の花壇やアーチを設置して、昼は色鮮やかな花が彩り、夜は幻想的な光に包まれます。

また、クリスマスキャンドルなどを販売するテントが出店し、心温まるクリスマスをお楽しみいただけ

ます。 
 

点灯日時  ２０１６年１１月１０日（木）～１２月４日（日） 日没～２４：００ 

場 所  東京スカイツリータウン®４階 スカイアリーナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） ６３４ツリー 

 光ガーデンの中には、タワーの高さにちなんだ６．３４メートルの大きな

クリスマスツリー「６３４ツリー」が登場します。ボタンを押すと５種類の

イルミネーションがランダムに輝きます。 

 

点灯日時  ２０１６年１１月１０日（木）～１２月２５日（日） 

日没～２４：００ 

※点灯ボタンは、２２：００まで作動します。 

場 所  東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ 

 

 

（４） イルミショー 

クリスマスソングに合わせて樹木やオーナメントが踊るように

輝き出すイルミショーを開催します。イルミネーションで彩られた

東京スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃんが、クリスマス

気分を演出します。 

 

点灯日時  ２０１６年１１月１０日（木）～１２月２５日（日） 

      １８：００～２２：００ 

（毎時００分、１５分、３０分、４５分に開催、各回約３分点灯） 

※２０１６年１２月１０日（土）～１２月２５日（日）は、２０：１５～２２：００まで開催 

場 所  東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ 

  

△クリスマス限定ライティングと 

６３４ツリー（昨年の様子） 

△光ガーデン（イメージ） 
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△イルミショー（昨年の様子） 
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（５） 東京スカイツリータウン®のその他イルミネーション 

“ハートつながるクリスマス”をテーマに、東京スカイツリータウン内各所で、約４０万球のキャンドル

カラーイルミネーションを点灯し、タワーのある街のクリスマスを彩ります。 

 

点灯日時  ２０１６年１１月１０日（木）～１２月２５日（日） １６：００～２４：００ 

      ※東京スカイツリータウン内の一部のイルミネーションは、２０１７年３月５日（日）まで点灯します。 

       ※ハートつながる階段イルミネーション、ソラカラちゃんのトゥインクルアーチ、光のオーロラは、

日没～２４：００まで点灯します。 

内 容  ○ハートつながる階段イルミネーション 

押上駅から東京スカイツリー®へつながる「ソラミ坂」の階段に、ＬＥＤライトでソラカラ

ちゃんとハートを表現したフォトスポットを設置します。 

○クリスマスリースフォトスポット（※２０１６年１１月１４日～） 

ソラマチひろばに、直径約３．２メートルの大きなクリスマスリースが出現します。ハート

型にデザインされたリースの内側から顔を出して撮影出来るフォトスポットです。 

○ソラカラちゃん®のトゥインクルアーチ 

ソラマチひろばに、近づくとハートや星を表現したイルミネーションアーチが、音楽に

合わせて点灯するソラカラちゃんのフォトスポットを設置します。 

○光のオーロラ 

東京スカイツリーと東京ソラマチ®をつなぐスカイアリーナの連絡ブリッジ下に、幻想的なオ

ーロラの道を演出し、高揚感を盛り上げます。 
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△光のオーロラ（イメージ） 

△ソラカラちゃんのトゥインクルアーチ（イメージ） 

△クリスマスリース（昨年の様子） 

△ハートつながる階段イルミネーション（イメージ） 
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東京スカイツリー天望デッキ・天望回廊への入場と、各種特典がセットになった特別チケットを２種類

販売します。日本夜景遺産にも認定された展望台からの夜景を眺めながら、大切な人と特別な夜を過ごす

ことができます。 
 

実 施 期 間  ２０１６年１２月１日（木）～２０１７年３月１４日（火） 

       ※１２月２６日（月）～１月５日（木）を除いて実施します。 

販売開始日  １２月１日（木）～１月３１日（火）までの期間は、１１月４日（金）より販売開始 

２月１日（水）～３月１４日（火）までの期間は、１月４日（水）より販売開始 

※来場希望日の前日２３：５９まで販売を行っています。 

購 入 方 法  チケットぴあＷＥＢサイト、セブン-イレブン、サークルＫ・サンクス、チケットぴあ各店 

    ※東京スカイツリー®ナイトビューペアチケット・プレミアムは、チケットぴあＷＥＢサイトのみ販売します。 

 

（１）  東京スカイツリー®ナイトビューペアチケット・プレミアム 

天望デッキと天望回廊への入場と、地上３４５メートルにある「Ｓｋｙ 

Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ６３４（ｍｕｓａｓｈｉ）」の特別ディナー   

コース、４階から天望デッキ行きの天望シャトル（エレベーター）と、

天望回廊行きの夜景が見える天望シャトル（シースルーエレベーター）

の貸切搭乗、展望台での記念写真・特製フォトアルバムのプレゼント、

チケットカウンターからエレベーターまでスタッフのエスコートと 

エレベーターに優先搭乗が付いたプレミアムチケットです。 
 

入場時間  １７：３０～、１８：３０～ 

販売枚数  各時間１組２名様 

      ※１月６日（金）から３月１４日（火）までの期間中は、 

１８：３０から入場できるチケットのみ２組４名様に販売します。 

料 金  平日      ４２，０００円（税・サービス料込/ペア料金） 

      土・日・祝日  ４５，０００円（税・サービス料込/ペア料金） 

        ※２月１３日（月）、２月１４日（火）、３月１３日（月）、３月１４日（火）は土・日・祝日料金となります。 

       ※１２月２２日（木）～２５日（日）は、クリスマス特別コースのため、６５，０００円（税・サービス料込/ペア料金）で販売します。 

 

 

（２）  東京スカイツリー®ナイトビューペアチケット 

 天望デッキと天望回廊への入場と、地上３４０メートルにある    

「ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ」での、窓側席のリザーブやスパークリングワイン

と特製オードブル、記念写真・特製フォトアルバムのプレゼントが付いたチケットです。  
 
入場時間  １７：００～、１８：００～、１９：００～、２０：００～ 

販売枚数  平日 各時間５組１０名様／土・日・祝日 各時間３組６名様 

料 金  平日        １２，０００円（税込/ペア料金） 

      土・日・祝日   １４，０００円（税込/ペア料金） 

※２月１３日（月）、２月１４日（火）、３月１３日（月）、      

３月１４日（火）は土・日・祝日料金となります。 

※１２月２２日（木）～２５日（日）は、１５，０００円（税込/

ペア料金）で販売します。 

△ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ 天望デッキ 
フロア３４０のスパークリングワインと 

特製オードブル（イメージ） 
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△特製フォトアルバム（イメージ） 

 
（ｍｕｓａｓｈｉ）特別ディナーコース 

（イメージ） 

３．東京スカイツリー®ナイトビューペアチケット 

△天望デッキから天望回廊までの天望シャトル 

シースルーエレベーター（イメージ） 
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（１） 東京スカイツリークリスマスデコレーション 

“ハートつながるクリスマス”をテーマに、東京スカイツリーを 

訪れたお客さまの心に残り、温かい気持ちになるクリスマスデコ 

レーションで館内を彩ります。また、天望回廊 フロア４４５には

期間限定の「ハートつながるフォトスポット」が登場します。 

 

期 間  ２０１６年１１月１０日（木）～１２月２５日（日） 

場 所  東京スカイツリー１階、４階、天望デッキ、天望回廊 

 

 

（２） 東京スカイツリー®クリスマス“ラブソング”ライブ  

展望台の外に広がる夜の煌めきや圧倒的な眺望とともに、Crystal Kayや川嶋あいなどの人気

アーティストたちが奏でるとっておきの“ラブソング”をお楽しみいただけます。友達や恋人、ご家族と

心ときめく音楽を楽しみながら、大切な人との“ハートつながる”時間を過ごせるライブイベントです。 

 

期 間  ２０１６年１２月９日（金）、１０日（土）、１６日（金）、１７日（土）、 

２３日（金・祝）、２４日（土）、２５日（日） 

時 間  １９：００～（各回約３０分） 

※２５日（日）のみ１３：００から開始します。 

場 所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

 

１２月９日（金） １０日（土） １６日（金） １７日（土） 

 

 

 

 

 

クマムシ 

 

 

 

 

 

辛島美登里 

 

 

 

 

 

Rihwa-リファ- 

 

 

 

 

 

N.O.B.U!!! 

２３日（金・祝） ２４日（土） ２５日（日） 

 

 

 

 

 

Crystal Kay 

 

 

 

 

 

川嶋あい 

 

 

 

 

 

井上あずみ 

 

 

 

 

 

４．東京スカイツリー®クリスマスデコレーション＆イベント 

△ハートつながるフォトスポット 
（イメージ） 

©TOKYO-SKYTREE        
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（３） ＳＫＹＴＲＥＥ ＲＯＵＮＤ ＴＨＥＡＴＥＲ®「Happy Christmas」 

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０の横幅約１１０メートル、高さ約２メートルの窓

ガラスを巨大スクリーンに見立てたプロジェクションマッピング『SKYTREE ROUND THEATER®』の特別  

プログラムです。東京スカイツリー®から眺める夜景に合わせて、クリスマス限定の特別映像を

お楽しみいただけます。 

 

期 間  ２０１６年１１月１０日（木）～１２月２５日（日） 

時 間  １１月１０日（木）～１１月３０日（水） 

１７：５０～、１８：３５～、１９：２０～、２０：０５～、２０：５０～ 

（各日５回、各回約３分上映） 

１２月１日（木）～１２月２５日（日） 

１７：５０～、１９：４０～、２０：２０～、２１：０５～ 

（各日４回、各回約３分上映） 

※１２月９日（金）、１０日（土）、１６日（金）、１７日（土）、２３日（金・祝）、

２４日（土）、２５日（日）は１９:４０～の回は実施いたしません。 

場 所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） ソラカラちゃんのＨＡＰＰＹクリスマス２０１６ 

ショー限定衣装のソラカラちゃん・テッペンペン・スコブルブル

が、心温まる歌やダンスでクリスマスの到来をお祝いするミニショー。

クリスマスらしい音楽と共に、楽しい振り付けで、お客さまも気軽

に参加できるイベントです。 

 

期 間  ２０１６年１１月１２日（土）、１３日（日）、１９日（土）、

２０日（日）、２３日（水・祝）、２６日（土）、２７日（日）、

１２月３日（土）、４日（日）、１０日（土）、１１日（日）、

１７日（土）、１８日（日）、２３日（金・祝）、２４日（土）、

２５日（日） 

時 間  ９：４５～、１１：３０～、１３：４５～、１５：３０～ 

場 所  東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 

△ショー限定衣装の公式キャラクター 

（イメージ） 

©TOKYO-SKYTREE        

 

△SKYTREE ROUND THEATER®「Happy Christmas」 
（イメージ） 
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（５） ソラカラちゃんのハートつながるグリーティング 

クリスマス限定衣装を着たソラカラちゃんと、ハートにちなんだ

ポーズで記念撮影や触れ合うことができるプログラムを実施します。 

 

期 間  ２０１６年１１月１０日（木）～１２月２２日（木） 

※「ソラカラちゃんのＨＡＰＰＹクリスマス２０１６」開催日を除く。 

時  間  ９：００～、１０：３０～、１３：３０～、 

１５：００～、１６：３０～ 

場  所  東京スカイツリー®天望デッキ フロア３５０ 

 

 

（６） スカイツリーサンタの窓ガラスそうじ 

期間限定で、東京スカイツリーにおける展望台の窓ガラス

清掃用ゴンドラにクリスマスの装飾を施し、サンタクロース

コスチュームを着た清掃作業員が窓ガラスを清掃します。 

 

期 間  ２０１６年１１月１０日（木）～１２月２５日（日） 

※気象条件を考慮の上、期間中の各月７～８日程度で不定期開催 

場  所  東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊 

 

 

（７） 親子でつくろう！ハートフルＬＥＤランタン 

東京スカイツリーのオフィシャルパートナーであるパナソニック

株式会社エコソリューションズ社より講師をお迎えし、東京スカイ

ツリーのライティングにも使用されているＬＥＤの仕組みを学び

ながら、クリスマスにあわせてお楽しみいただけるＬＥＤランタン

を親子で作る工作教室を開催します。 

 

期 間  ２０１６年１２月１０日（土）、１１日（日） 

時 間  １１：００～、１４：３０～（各日約９０分） 

場  所  東京スカイツリー５階 出口フロア 

参加人数  各回１０組２０名様 

参加方法  開催日当日、東京スカイツリー館内にて整理券を配付します。 

※配付時間・場所は、１１月上旬に東京スカイツリー公式ＨＰにてお知らせします。 

 

 

（８） Ｄｒｅａｍ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｐｒｅｓｅｎｔ ～スカイツリーサンタからのおくりもの～ 

館内でサンタクロースの帽子をかぶっているスタッフに「ドリーム

クリスマス！」と声をかけていただいたお客さまに、クリスマス 

カードをプレゼントします。 

 

期 間  ２０１６年１１月１０日（木）～１２月２５日（日） 

場 所  東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊 

 

△東京スカイツリー展望台窓ガラス清掃 

△親子でつくろう！ハートフルＬＥＤランタン 
（イメージ） 

©TOKYO-SKYTREE        

 

△クリスマスカード（イメージ） 

△クリスマス限定衣装を着た 
ソラカラちゃん（イメージ） 
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（１） ソラマチアカペラストリート２０１６ 

３００組を超えるアカペラグループが全国から東京スカイツリ

ータウンに集まり、それぞれのパフォーマンスやコーラスワークで、

東京スカイツリータウンのクリスマスを華やかに彩ります。昨年は

１,０００グループを超える応募からオーディションで選ばれた３５４組

がＪ－ＰＯＰ、ゴスペル、ドゥワップ、ＰＯＰＳ等の様々な   

ジャンルを多彩なコーラスワークで披露し、来場者を魅了しました。

今年で５回目を迎え、さらにパワーアップするアカペラパフォー 

マンスを是非お楽しみください。 

 

期 間  ２０１６年１２月３日（土）、４日（日） 

時 間  １０：００～１８：００（予定） 

場 所  東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろば、ソラミ坂ひろば、 

東京スカイツリー®天望デッキ フロア３５０など ※合計８ステージで実施します。 

料 金  無 料 

 

 

（２） ＴＯＫＹＯ ＳＫＹＴＲＥＥ ＴＯＷＮ® ＩＣＥ ＳＫＡＴＩＮＧ ＰＡＲＫ 

東京スカイツリーの足元に、本物の氷を使用したアイススケート 

リンクがオープンします。経験豊富なスタッフがマンツーマンで  

サポートするワンポイントレッスンを実施し、スケート初心者でも 

安心して楽しむことができます。１２月２５日（日）までは“ハート

つながるスケートリンク”をテーマに、ハートのデザインでスケート

リンクの周囲を彩り、クリスマス気分を盛り上げます。また、毎週  

金曜日にはレディースデーなどのサービスをご用意しています。 

 

期 間  ２０１６年１２月１０日（土）～３月５日（日） 

時 間  １１：００～２０：００（最終入場１９：３０） 

      ※金・土・日・祝日は１１：００～２１：００（最終入場２０：３０） 

※荒天時は中止になります。 

      ※プロジェクションマッピング開催期間中は、上映前に営業を終了します。 

場 所  東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ 

料 金  大人１，６００円、小人（中学生以下）９００円 ※貸靴料込み 

※手袋着用が必須となります。手袋購入の場合は、別途３００円で販売します。 

規 模  約４４０㎡（約２６．３ｍ×約１６．８ｍ） 

 

 

  

△ソラマチアカペラストリート 

（昨年の様子） 

５．東京スカイツリータウン®クリスマスイベント 

△アイススケートリンク（昨年の様子） 

©TOKYO-SKYTREETOWN        
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（３） すみだ水族館「蜷川実花×クラゲ」 

写真家・映画監督の蜷川実花氏とコラボレーションを行い、クラゲ

を展示する１８個の水槽全てに蜷川実花氏の映像作品の投影や写真

を装飾して、幻想的な空間を演出します。 

 

期 間  ２０１６年１１月８日（火）～２０１７年３月１４日（火） 

時 間  ９：００～２１：００ 

※入場受付は閉館の１時間前までになります。 

場  所  東京スカイツリータウン®５、６階 すみだ水族館 

料 金  大人２，０５０円、高校生１,５００円、 

小・中学生１,０００円、幼児６００円 ※２歳以下無料 

 

 

（４） 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®「オーロラの調べ」 

透明感あふれる作風に定評があるＫＡＧＡＹＡ Ｓｔｕｄｉｏが、極北

の大地で撮影したオーロラを、圧倒的な映像美で再現した作品を上映

します。白夜や極北の北極圏で見える星空、氷河やツンドラに連なる

山々の絶景など、地球のありのままの姿を堪能することができます。 

 

期 間  ２０１６年１１月１２日（土）～２０１７年５月１４日（日） 

時 間  期間ごとに異なりますので、ＷＥＢサイトをご確認ください。 

場  所  東京スカイツリータウン７階 

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® 

料 金  大人（中学生以上）１，５００円、こども（４才以上）９００円 

 
※天候などの状況により、内容や日時・場所が予告なく変更する可能性があります。 

 

以 上 

△オーロラの調べ（イメージ） 
©KAGAYA Studio 

△コラボレーション空間（イメージ） 
 


