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東武タワースカイツリーおよび東武タウンソラマチにて運営する東京スカイツリータウンは、

２０２２年５月２２日（日）に開業１０周年を迎えます。

１０周年のテーマは『SHARE MY SKYTREE TOWN もっともっと、みんなのスカイツリータウンへ。』

です。このテーマのもと、皆さまのスカイツリータウンの思い出の写真によるモザイクアートの製作や

特別ライティングのデザイン募集、ゴールドリボンに願いごとを書いてみんなで作る「ゴールドの木」

など、皆さまと一緒にスカイツリータウン１０周年を作り上げていく企画の他、お楽しみいただける

様々なイベントを用意しております。

また、東京スカイツリータウンでは、２０２２年度後期に放送されるＮＨＫ連続テレビ小説

『舞いあがれ！』のヒロインに選ばれるなど、今もっとも注目されている女優・福原遥さんを

『リアルソラカラちゃん』として、東京スカイツリータウンの公式アンバサダーに起用することを決定

しました。公式アンバサダー就任を機に、東京スカイツリータウンの１０周年企画が本格始動します。

本リリースでは、１０周年企画やイベントの紹介に加え、２０２２年４月１２日（火）に行われた公式

アンバサダー就任発表会と１０周年記念の特別ライティングの点灯式の様子もお伝えします。

東京スカイツリータウンは次の新たな１０年に向けて、世界に誇れる存在として地域と共に発展する

ことを目指し、歩み続けてまいります。詳細は別紙の通りです。

以 上

東京スカイツリータウン® １０周年企画本格始動！

記念すべき１０周年を盛り上げるべく、福原遥さんが

『リアルソラカラちゃん』として公式アンバサダーに就任決定！
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ふくはら はるか

△福原遥さん公式アンバサダー就任発表会・点灯式の様子

【一般の方のお問い合わせ】
東京スカイツリーコールセンター ＴＥＬ０５７０－５５－０６３４（１１：００～１９：００）
東京ソラマチコールセンター ＴＥＬ０５７０－５５－０１０２（１１：００～１９：００）



東京スカイツリータウン®開業１０周年を記念し、

福原遥さんが『リアルソラカラちゃん』として

東京スカイツリータウンの公式アンバサダーに就任！

１０周年企画も本格始動します！！

１. 東京スカイツリータウン１０周年キービジュアル

このキービジュアルは、次の新たな１０年に向けて、

東京スカイツリー®を中心とした“タワーのある街”

（東京スカイツリータウン）だけではなく、地元の

押上（すみだ）エリア、そしてすみだに隣接する、

日本を代表する観光地・浅草までのエリア全体を、

これまで以上に盛り上げていきたいという想いを

込めています。ステートメントには皆さまのこれまで

のタウンの思い出や体験したこと、そしてこれからの

想いもシェアし合い、新たなふれあいやにぎわいを

一緒に作りあげていきたいという想いを表しています。

なお、キービジュアルデザインは春夏秋冬、４種類

の展開を予定しています。

２. リアルソラカラSELECTION

リアルソラカラちゃんである福原さんが携わった「リアル

ソラカラSELECTION」というおすすめスポットや商品を紹介

する企画がスタートします。

ＧＷや夏休み、クリスマスなどシーズンに合わせてテーマを

設定し、そのテーマにピッタリな商品やスポットを紹介する

企画です。

第一弾のテーマは「ファミリーでおでかけ」。アウトドアに

ピッタリな洋服やグッズ、ＧＷに家族でおでかけしたくなる

スポットなどを紹介します。

４. 「#ShareMySkytreetown」キャンペーン（ＳＮＳ写真投稿キャンペーン）

東京スカイツリータウン開業～現在までのみんなの１０年分の思い出写真を、東京スカイツリー公式

Twitter・Instagram、東京ソラマチ®公式Instagramにて募集します。皆さまから集まった思い出写真で

モザイクアートを製作し、東京スカイツリータウン各所などで掲出します。また、Instagramで投稿

いただいた方の中から、厳正なる審査の上入選された方には、閉館後の東京スカイツリーへご招待など、

素敵な賞品をプレゼントします。

■応募期間：４月１２日（火）２０:００～６月３０日（木）２３:５９

■優秀作品発表：７月３０日（土）／モザイクアート掲出：９月上旬予定

※申込方法など、詳細は特設サイトをご覧ください。（https://www.tokyo-skytree.jp/event/info/sns2022）

＜別 紙＞

東京スカイツリータウン開業１０周年を記念して、女優の福原遥さんが東京スカイツリータウンの

公式アンバサダー就任にしました。２０２２年４月１２日（火）には、公式アンバサダー就任発表会と

特別ライティングの点灯式を実施しました。本発表会で福原さんより紹介した１０周年企画は下記の

通りです。
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３. リアルソラカラちゃんがみんなをご案内！～リアルソラカラちゃん『天の声』～

リアルソラカラちゃんが東京スカイツリータウンの館内アナウンス『天の声』を担当。営業開始の

ご案内やオススメの商品やスポットをご紹介します。館内アナウンスは数パターンあるので、どんな

『天の声』に遭遇できるのかお楽しみに！

■アナウンス期間：４月中旬よりスタート

△リアルソラカラSELECTION ロゴ

△東京スカイツリータウン１０周年
キービジュアル（春）
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東京スカイツリータウン開業１０周年を記念して、

東京スカイツリー®公式キャラクター ソラカラちゃんを

イメージした特別ライティング「ソラカラちゃん

ライティング」を点灯します。

一番上のゲイン塔部分はソラカラちゃんの髪色を彷彿

させる黄色に、天望デッキより下の塔体部分はソラカラ

ちゃんのワンピースを表現。青色をベースに白色の格子

模様を入れました。塔体の中央の紫色は、ソラカラ

ちゃんの宝物である望遠鏡をイメージしています。

“ステキな発見ができたり、うれしいことがあったり

すると、あたまの星がキラキラキラと光るソラカラ

ちゃん。皆さまにとって、これからの１０年も、そして

その先も、ソラカラちゃんのように、たくさんの発見や

嬉しいことにドキドキ、ワクワクする明るい未来に

つながりますように”との想いを込めて、ソラカラ

ちゃんを特別ライティングに表現しました。

“１０周年という事で様々な企画を予定しているので、まだ来たことがない人はもちろんですが、

来た事がある人もこれまでと違った東京スカイツリータウンをお見せできると思いますので多くの

人に足を運んでほしいです。

また、東京スカイツリータウンが、これからの１０年も、そして、これから先の未来も、ここを

訪れる皆さまに寄り添って、最高の思い出が生まれる場所になるように、私も応援していきたいと

思います！”

５. 東京スカイツリータウン®１０周年記念特別ライティング
「ソラカラちゃんライティング」

女優の福原遥さんを『リアルソラカラちゃん』として、東京スカイツリータウンの公式アンバサダー

に起用することを決定し、４月１２日（火）に就任発表会を実施しました。福原さんは以前、東京スカイ

ツリーで行われたイベントでソラカラちゃんと共演したこともあり、イベント中は終始和やかなムードでした。

本発表会では、公式アンバサダーの福原さんより様々な１０周年企画を紹介した後、ソラカラちゃんと共に

１０周年記念の特別ライティングの点灯式を実施。福原さんからは、アンバサダーとしての意気込みや

東京スカイツリータウン１０周年に向けたメッセージをいただきました。
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△（左）ソラカラちゃんライティング

（右）東京スカイツリー公式キャラクター ソラカラちゃん
■ライティング点灯日時（予定）

４月１２日（火）点灯式後～２４:００／４月１３日（水）～１５日（金）１９:００～２４:００

４月１６日（土）・１７日（日）１９:１５～２４:００／４月２９日（金・祝）１９:１５～２２:００

４月３０日（土）～５月８日（日）１９:３０～２２:００／５月２２日（日）１９:３０～２４:００

福原遥さん 東京スカイツリータウン公式アンバサダー就任発表会・点灯式

東京スカイツリータウン公式アンバサダー

『リアルソラカラちゃん』福原遥さんからのメッセージ
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△福原遥さん公式アンバサダー就任発表会・点灯式の様子



「W1SH RIBBON」は、東京スカイツリーが世界一高い

タワーであることの「１」と、都内屈指のパワー

スポットと言われていることにちなんで、それぞれの

１番の願いをリボンに書き込み、天望デッキに設置

された２つの願いのモニュメント「W1SH RIBBON」また

は「Tree of Hope」に結んでいただくお客さま参加型

プログラムです。

１０周年の特別企画では、自分自身の願いや希望を

「ゴールド」のリボンに書いて“Tree of Hope”の

モニュメントに結び、みんなと一緒に「ゴールド

の木」を完成させる企画です。

なお、ゴールドリボンについてくるピンズは

１０周年オリジナルデザインです。

期 間 ４月１３日（水）～なくなり次第終了

個 数 ２０２２個

参加方法 ①専用のカプセルトイマシンで本企画限定

のゴールドリボンと１０周年オリジナル

デザインのピンズの入ったカプセル

（税込５００円）を購入。

②リボンに願い事を書き“Tree of Hope”

のモニュメントに結ぶ。

「みんなのスカイツリー」をテーマに、特別

ライティングのデザインをTwitterで募集します。

ご応募いただいた作品は、厳選なる審査を行い、

最優秀賞および優秀賞に選考された１０作品を、東京

スカイツリーの特別ライティングとして、２０２２年

１０月２０日（木）に発表するとともに、「あかり

の日」である１０月２１日（金）から点灯します。

なお、本デザイン募集の企画・実施にあたっては、

ライティング照明機器のパートナー企業である

パナソニック株式会社に協力いただいております。

２.東京スカイツリー® 開業10周年記念特別ライティングデザイン募集
Supported by Panasonic

期 間 ４月１３日（水）～７月３１日（日）

主 催 東武タワースカイツリー株式会社

協 賛 パナソニック株式会社

※応募方法など、詳細は特設サイトをご覧ください。（https://www.tokyo-skytree.jp/event/info/light10th）

©TOKYO-SKYTREE

東京スカイツリー® 開業１０周年企画

△（上）キービジュアル
（下）１０周年オリジナルピンズデザイン

（イメージ）

※本売上の一部は、特定非営利活動法人「ピースウィンズ・ジャパン」に寄付させていただき、医療

支援にご活用いただきます。

１. W1SH RIBBON １０周年特別企画
ウィッシュ リボン

１０周年記念企画・イベントは他にも盛りだくさん！

東京スカイツリータウン®では開業１０周年を記念し、４月以降に様々なイベントや企画を予定して

おります。東京スカイツリー®では、特別ライティングのデザイン募集やゴールドリボンに願いごとを書いて

みんなで作る「ゴールドの木」企画などを実施します。

また、ＧＷイベントリリースでお知らせした第１弾情報に続き、東京スカイツリーの足元にある広場

「スカイアリーナ」で開催される新たな１０周年記念イベントもご紹介します。
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東京スカイツリー ®と同じく１０周年を迎える

「ジョジョの奇妙な冒険」アニメーションシリーズ

とのコラボイベントを開催します。

本イベントでは、地上４５０メートルの天望回廊

を中心に、描き下ろしイラストのキャラクターと

撮影ができるフォトスポットの設置や展示装飾を

行うほか、東京スカイツリーでしか手に入れること

のできないコラボ限定のオリジナルグッズやカフェ

メニューの販売、窓ガラスを巨大スクリーンに

仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER®」での特別映像

の上映、キャラクターと合成写真が撮れるフォト

サービスなどを実施します。

また、イベント開催期間中には、キャラクターを

イメージした特別ライティングも点灯します。

３.JOJOTREE ジョジョの奇妙な冒険 in TOKYO SKYTREE®

期 間 ５月１０日（火）～８月９日（火）

場 所 東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊

※展望台への入場でご覧いただけます。

内 容 ① 天望回廊での展示・装飾

② 天望回廊 特設ショップでの限定オリジナルグッズ販売

③ 天望回廊 フロア４４５での限定オリジナルフォトサービス販売

④ 天望デッキ フロア３４０「SKYTREE CAFE」での限定オリジナルカフェメニュー販売

⑤ 天望デッキ フロア３５０「SKYTREE ROUND THEATER® 」での特別映像の上映

⑥ 天望デッキ フロア３５０での限定コスチュームを着たソラカラちゃんのお出迎え

⑦ 特別ライティング点灯

※詳細は決まり次第、お知らせいたします。
※内容は変更となる可能性があります。

©A&L/S,JOJO TAP
©TS

△ キービジュアル

ファミリー層から絶大な人気を誇り、生誕５５周年を迎える

ウルトラマンコンテンツとのコラボイベントです。会場では

ウルトラマングッズの物販や記念撮影会、東京スカイツリー

タウン１０周年にちなんだオリジナルストーリーのステージ

ショーを実施します。

期 間 ５月１４日（土）：ウルトラマンダイナ撮影会

１５日（日）：ウルトラマントリガー・

ウルトラマンティガショー

場 所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ

備 考 記念撮影会：参加条件があります

ショーの観覧：無料でご覧いただけます

（ただし、条件付特別観覧席がございます）

※開催時間や記念撮影会の参加条件、ショーの条件付特別観覧席

など、詳細は決定次第、東京ソラマチ公式ＨＰにてお知らせします。

（https://www.tokyo-solamachi.jp/）

１.ウルトラヒーローイベント ～ウルトラマンダイナ撮影会、
ウルトラマントリガー・ウルトラマンティガショー～

東京スカイツリータウン® 開業１０周年イベント情報（第２弾）

△キービジュアル
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２.ソラマチ大道芸フェスティバル

東京スカイツリータウン ®開業当初から開催している人気

イベントの集大成である、ソラマチ大道芸フェスティバルを

開催。今までにないファイヤーショーを始め、各パフォーマー

達が東京スカイツリータウン１０周年を祝う、オリジナルの

パフォーマンスを披露します。また、イベント期間中は誰でも

参加できるジャグリング体験コーナーもあります。

期 間 ５月２１日（土）・２２日（日）

場 所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ

※開催時間など、詳細は決定次第、東京ソラマチ公式ＨＰにて

お知らせします。（https://www.tokyo-solamachi.jp/）

毎年、東京スカイツリータウンを支えてくださる方々に向けて感謝の想いを込めて、東京スカイ

ツリー®の高さにちなんで先着６３４名の方々に記念品をプレゼントをしております。今年も１０周年を

記念した特別な記念品をご用意してお待ちしております。

期 間 ５月２２日（日）

※参加方法や開催時間など、詳細は決定次第、東京ソラマチ公式ＨＰにてお知らせします。（https://www.tokyo-solamachi.jp/）

３.東京スカイツリータウン開業１０周年記念品プレゼント

△ソラマチ大道芸フェスティバル
（過去の様子）

４.ＣＨＩＭＥＲＡ(キメラ)アーバンスポーツ体験

普段体験できないさまざまな遊びを集めたプレイグラウンド

が東京スカイツリータウンに登場。様々なカルチャーや

スポーツの普及に取り組んでいる「ＣＨＩＭＥＲＡ(キメラ)

Ｕｎｉｏｎ(ユニオン)」が、ランバイク、ダブルダッチ、ポゴ

スティックの３種類のアクティビティをご紹介します。

期 間 ５月２８日（土）・２９日（日）

※ランバイクは５月２８日（土）のみ

時 間 １１：００～１７：００

※プログラムにより時間は異なります

場 所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ △イベントイメージ

東京スカイツリーの足元で、ホースライディング＆ポニー

ライディングを楽しむことができます。

期 間 ６月４日（土）・５日（日）

時 間 １０：００～１６：００ ※途中休憩あり

場 所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ

料 金 １,０００円（税込）

対 象 ホースライディング：小学校５年生〜大人

※体重は約８０㎏までの方

ポニーライディング：４歳～小学校４年生

※体重は約３０㎏までの方

※７０歳以上の方、健康上の理由から運動することに不安がある方は

ご遠慮ください。またスタッフ判断でご遠慮いただく場合がござい

ます。詳しくは会場にてご確認ください。

※天候不順の時は中止となります。

５.東京スカイツリータウン®で「乗馬体験」！

△乗馬体験（イメージ）
※実際の乗馬はスタッフが手綱を

引いて歩きます
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動物取扱に関する表示
■開催日/2022年6月4日 氏名/藤田尚久/事業所/ライディングクラブジョバール那須/栃木県那須郡那須町冨原丙5228-1
登録番号/栃木県愛護セ 21展第004号/展示/令和3年8月17日登録.令和8年8月16日有効期間末日/動物取扱責任者⼭澤孝幸

■開催日/2022年6月5日 氏名/藤田尚久/事業所/ ライディングクラブジョバール真岡/栃木県真岡市⽔⼾部308
登録番号/栃木県愛護セ 21展第003号/展示 /令和3年8月17日登録 .令和8年8月16日有効期間末日/動物取扱責任者藤田尚久

名称・事業所/ 株式会社どうぶつむら/神奈川県相模原市緑区⼨沢嵐2496−1
登録番号/相模原市司令（⽣衛）第204ー00005号/展示 /平成19年3月2日登録.令和9年3月1日有効期間末日/動物取扱責任者加藤裕之中島英雄

https://www.tokyo-solamachi.jp/
https://www.tokyo-solamachi.jp/


（参考①）東京スカイツリータウン® 開業１０周年記念 第１弾イベント情報（一部）

株式会社ドールが提供する「もったいないバナナ」を

利用したイベントを東京スカイツリー®の足元にある広場

「スカイアリーナ」にて開催します。

本イベントは「もったいないバナナ」を使用したバナナ

ジュースやフードを販売する店舗が初めて一堂に会し、

バナナの美味しさを体感するだけではなく、フードロス問題

解決への貢献とフードロス削減に対する意識向上のきっかけ

となるイベントです。

“もったいないバナナ”を使った10シ～バナナフェス

期 間 ４月２８日（木）～５月１日（日）

場 所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ

※荒天等により縮小や中止となる場合があります。

※開催時間、出店店舗等の詳細は決定次第、

東京ソラマチ公式ＨＰにてお知らせします。

（https://www.tokyo-solamachi.jp/） △「もったいないバナナ」を使用した
バナナジュース（イメージ）

ジュー

～東京スカイツリータウン®１０周年記念～ SHARE SMILE MARCHE

期 間 ５月３日（火・祝）～５月８日（日）

場 所 東京スカイツリータウン４階 スカイアリーナ

※荒天等により縮小や中止となる場合があります。

※開催時間、出店店舗等の詳細は決定次第、

東京ソラマチ公式ＨＰにてお知らせします。（https://www.tokyo-solamachi.jp/）

△会場イメージ

様々なライフスタイル雑貨に加え、お菓子やパン、グロッサリーを豊富に取り

揃えたマルシェ「～東京スカイツリータウン®１０周年記念～ SHARE SMILE MARCHE 」を

開催します。東京スカイツリータウン開業１０周年のテーマである「SHARE MY SKYTREE TOWN

もっともっと、みんなのスカイツリータウンへ。」にちなみ、ご家族やお友達と笑顔で

お買い物をお楽しみいただき、思わずシェアしたくなる体験をして欲しいという願い

を込め、日本各地からセレクトした様々なお店が皆さまをお待ちしております。

そら（空）から東京スカイツリーに降り立った、星のカタチのあたまの女の子。

いつも首からさげた望遠鏡をのぞいては、はじめて出会うものにワクワクしているよ！

ちょっと好奇心旺盛すぎて、気持ちが先走ってしまう時もあるけれど、

ステキな発見ができたり、うれしいことがあったりすると、あたまの星がキラキラキラと光るよ。

©TOKYO-SKYTREE

（参考②）東京スカイツリー公式キャラクター ソラカラちゃんについて

うまれたばしょ とんがり星

とくちょう ステキな発見をできたりうれしいことが

あったりすると あたまの星が キラキラキラとひかる

くちぐせ 「ソラカラ これから いってみるから！」

すきなこと はなうたをうたうこと

(TOKYOの街でおぼえた歌をテキトーにうたう）

たからもの おじいちゃんにもらった ぼうえんきょう

ゆめ 東京スカイツリーで せかいじゅうのひとたちと 出会うこと
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（参考③）東京スカイツリータウンⓇ開業１０周年 ４月以降のイベントスケジュール
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6月以降

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

東京スカイツリータウンⓇ

こいのぼりフェスティバル

２０２２

4/9 5/8

東京スカイツリータウン内各所にて

約８００匹のこいのぼりを掲揚する

毎年恒例のイベント。

東京スカイツリータウンⓇ

ピクニックパーク２０２２
4/16 4/24

ふわふわ遊具などのアトラクションや

キッチンカーが出店するイベント。

週末には「蚤の市」も開催。

“もったいないバナナ”を

使った10シ～バナナフェス
4/28 5/1 本リリースにて紹介

～東京スカイツリータウンⓇ

１０周年記念～

SHARE SMILE MARCHE

5/3　　5/8 本リリースにて紹介

ウルトラヒーローイベント 5/14・15 本リリースにて紹介

ソラマチ大道芸

フェスティバル
5/21・22 本リリースにて紹介

開業１０周年

記念品プレゼント
5/22

本リリースにて紹介

※5/22は東京スカイツリータウンの

　開業記念日

ＣＨＩＭＥＲＡ(キメラ)

アーバンスポーツ体験
5/28・29 本リリースにて紹介

東京スカイツリータウンⓇで

「乗馬体験」！
6/4・5 本リリースにて紹介

ス

ペ

ー

ス

6

3

4

ULTRAMAN Gallery TDG～

光の鼓動～in 東京ソラマチⓇ
4/29 5/29

最新作『ウルトラマントリガー』の

原点である平成ウルトラマンシリーズ

３部作にフォーカスする展示会。

JOJOTREE ジョジョの奇妙な

冒険 in TOKYO SKYTREEⓇ
5/10 8/9 本リリースにて紹介

W1SH RIBBON

１０周年特別企画
4/13 なくなり次第 本リリースにて紹介

#ShareMySkytreetown

キャンペーン
4/12 6/30 本リリースにて紹介

開業１０周年記念

東京スカイツリーⓇ特別

ライティングデザイン募集

4/13 7/31 本リリースにて紹介

ス

カ

イ

ツ

リ

ー

募

集

系

企

画

ス

カ

イ

ア

リ

ー

ナ

4月 5月
場所 イベント名 補足


