
東京スカイツリータウン®

アドメニュー

－メディア及びイベントスペースのご案内－

AD MENU



新しい東京。　新しい下町。
東京スカイツリータウン®

2012年5月22日、
ものづくりの伝統や粋の文化が息づく
このエリアに、魅力的な商業施設が誕生しました。
それが、東京スカイツリータウン。
｢東京スカイツリー®｣｢東京ソラマチ®｣
｢東京スカイツリーイーストタワー®｣からなる、
“新・下町流”というビジョンを持った未来の街。
日本中、そして世界中から注目を集め、
さまざまなマーケット特性を持つ
東京スカイツリータウンは、先進的かつ幅広い
コミュニケーション展開が可能な場として、
みなさまの商業活動を未来へとサポートしていきます。

東京スカイツリータウン®（施設全体）

東京ソラマチ®

（商業施設）
東京スカイツリー®  

 （電波塔・展望施設）
東京スカイツリー
イーストタワー® 

（オフィス施設）
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イーストヤードタワーヤードウエストヤード

ウエストヤード イーストヤードタワーヤード

東京スカイツリー®

すみだ水族館

●ファッション&雑貨　●フード&スイーツ　●レストラン&カフェ　●サービス　

6F

ソラマチダイニング
スカイツリービュー

オフィス
ライフ&カルチャー
郵政博物館

ライフ&カルチャー

プラネタリウム天空 7F

30F

8F

9F

10F

31F

ソラマチダイニング

スペース634 / ジャパンエクスペリエンスゾーン 5F

4F

レディースファッション / 雑貨 2F

ソラマチ商店街 1F

B1F

B3F

TVキャラクターレストラン
ソラマチタベテラス ファッション / 雑貨 3F

タワー入口フロア

タワー団体フロア

タワー出口フロア

フードマルシェ
St.ストリート
パーキング

ジャパンスーベニア

押上駅（地下）
東武スカイツリーライン
京成押上線
都営浅草線
東京メトロ半蔵門線

とうきょうスカイツリー駅
東武スカイツリーライン

とうきょう
スカイツリー駅

押上駅
（地下直通）

ハナミ坂
（1F〜4F）

ソラミ坂
（1F〜4F）

水族館
5・6F

商業施設
（東京ソラマチ®）

商業施設
（東京ソラマチ®）

プラネタリウム 
7F

東京スカイツリー®

スカイアリーナ
4F

東京スカイツリー
イーストタワー®

親水公園

北十間川

親水公園

押上駅
 （地上 B3出口）

V3ファームガーデン

V1ソラマチひろば V2ドームガーデン V4スペース634（イーストヤード5階）

東京スカイツリー®を取り囲む、広大なひとつの街。

さまざまな機能を備えた、
何度でも足を運びたくなる街。

300店舗を超える専門店で構成される
商業施設「東京ソラマチ®」

押上駅ととうきょうスカイツリー駅をつなぐ東西約400m、広さ約
3.69haにおよぶ「タワーのある街」。施設4階には、2駅から東京ス
カイツリー入口フロアへ続くスカイアリーナが、駅前や北十間川
沿いには3つの広場や親水公園があり、ここを訪れる人々や近隣の
人々が集うコミュニティ空間となっています。商業、エンターテイメン
ト、文化、オフィス施設、防災機能などを備えることで、周辺エリアと
も連携。何度でも足を運びたくなる、にぎわいのある街です。

MDコンセプトは「つくる×つかう＝にぎわう」。つくったり、見立て
たり、見繕ったり、つかいこなしたり。懐かしいけれど、とても新しい
こと。そんな、ものを大切にして買う楽しみがここにはあります。
気持ちの良い、リラックスした、誰もが楽しめる魅力も充実。都心と
も郊外とも違う下町らしい、にぎわい溢れるマーケットです。

TOKYO SKYTREE TOWN® Advertising Menu 3



東京スカイツリー®との融合で、
圧倒的な集客を生む。

さまざまな人が、集い、楽しめる街。

大きな注目を集める東京スカイツリーを中心とした、東京イースト
エリア初の大型商業施設である東京スカイツリータウン®。 
2 駅4 路線がアクセスするなど、ゲートシティのステーションビルと
しても高いポテンシャルがあります。沿線や都内近郊からの人々
はもちろん、日本各地、さらに世界各国からの観光客も足を運び
やすい好立地です。

東京イーストエリアのショッピング拠点として「沿線・地域ターゲッ
ト」を大切にしています。さらに、「観光ターゲット」や周辺都市から
の「おでかけショッピングターゲット」を惹きつける、強力な集客力
と滞在ストーリーを持った魅力的な商業施設であり続けます。

東京の新しいランドマークによる集客力と、2駅4路線のアクセス。

沿線・地域ターゲット
周辺地域に住まう人々は
もちろん、近隣沿線の

人々にも愛される、
ショッピングの中心に。

おでかけショッピング
ターゲット

都心や郊外から訪れる人 を々、
東京スカイツリータウンらしい

ショッピングや
カルチャーで魅了。

観光ターゲット
東京スカイツリーや浅草を

訪れる日本のみならず
世界中の人々に、

充実した時間を提供。

とうきょう
スカイツリー
とうきょう
スカイツリー アクセス

● 羽田空港から（京急線・都営浅草線）直通
● 成田空港から（成田新高速鉄道線・京成押上線）直通
● 東京駅から（JR総武快速線・東京メトロ半蔵門線）錦糸町駅乗換
● 品川駅から（京急線・都営浅草線）直通
● 上野駅から（東京メトロ銀座線・東武スカイツリーライン）浅草駅乗換
● 浅草駅から（東武スカイツリーライン、または徒歩約15分）

表示時間は乗車時間で、乗換えに要する時間は含まれていません。

東武
スカイツリー
ライン
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東京スカイツリータウン®  メディア紹介

東京スカイツリータウンは、日本を代表する新・大型観光スポットとして、また
地域の憩いとなる商業施設として、多くの来場者に対する幅広く深い広告アプ
ローチに貢献します。大小さまざまなグラフィックメディアを始め、大型ビジョン、
イベントスペースなどバラエティに富んだメディアを設定。全メディアジャック
や、イベント連動広告など、立体的な広告展開も可能です。

TOKYO SKYTREE TOWN®

MEDIA INFORMATION

全メディアパッケージ…………………………… P.06
イーストヤード短期メディア…………………… P.08
ウエストヤード短期メディア…………………… P.18
全ヤード共通メディア…………………………… P.21
フラッグメディア………………………………… P.22
メディア料金一覧表……………………………… P.23
その他イベントスペース………………………… P.25
長期メディア……………………………………… P.30
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全メディアをジャックし、全来場者に訴求する。話題性抜群のメディアパッケージ。

新しい東京のランドマークと
まるごとタイアップし、来場者へ、
世の中へ、影響力を発揮する。

東 京 スカイツリータウン® をジャックする、全メディアパッケージ。各種グラ
フィックメディア、大型ビジョン等の相乗効果で、五感に訴える立体的なプロモー
ションが可能です。東京スカイツリータウン®は、あらゆるコミュニケーション戦略
に応えられるフレキシブルな情報発信基地として強烈なインパクトと話題性を
創出し、来場者のみならず、世の中に対して大きな影響力を発揮していきます。

全メディアパッケージ

全メディアパッケージ掲出料　
11,150,000円（税別）／1週間
18,650,000円（税別）／2 週間
※上記パッケージにはイベントスペースは
含まれておりません。※イベントスペースは
他社の実施が入る場合がございます。

●上記料金は広告掲出料です。別途、製作・取付・撤去費が必要となります。一部メディアには屋外広告申請料が必要となります。

とうきょうスカイツリー駅から続くハナミ坂東1階エントランス

東京スカイツリー®のふもとに広がるスカイアリーナ
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イーストヤード
押上駅（地下）

東武スカイツリーライン
京成押上線
都営浅草線
東京メトロ半蔵門線

とうきょうスカイツリー駅
東武スカイツリーライン

ハナミ坂
（1F〜4F）

ソラミ坂
（1F〜4F）

水族館
5・6F

商業施設
（東京ソラマチ®）

商業施設
（東京ソラマチ®）

プラネタリウム 
7F

東京スカイツリー®

スカイアリーナ
4F

東京スカイツリー
イーストタワー®

親水公園

北十間川

親水公園

押上駅
 （地上 B3出口）

イーストヤードウエストヤード タワーヤード

東京スカイツリー®

すみだ水族館
6F

ソラマチダイニング
スカイツリービュー

オフィス
ライフ&カルチャー
郵政博物館

ライフ&カルチャー

プラネタリウム天空 7F

30F

8F

9F

10F

31F

ソラマチダイニング

スペース634 / ジャパンエクスペリエンスゾーン 5F

4F

レディースファッション / 雑貨 2F

ソラマチ商店街 1F

B1F

B3F

TVキャラクターレストラン
ソラマチタベテラス ファッション / 雑貨 3F

タワー入口フロア

タワー団体フロア

タワー出口フロア

フードマルシェ
St.ストリート
パーキング

ジャパンスーベニア
とうきょう
スカイツリー駅

押上駅
（地下直通）

多種多様な室内メディアで、刷り込むような訴求を。

イーストヤードは、複数のエントランスから多くの来場者が見込まれ、有効通行量は東京スカイツリータウン®

随一。感度の高い女性向けの流行発信フロアや、外国人観光客もターゲットとした観光商業フロア、オールター
ゲットの商店街やレストラン、プラネタリウムなど、多くのコアコンテンツに溢れています。また、東京スカイツ
リー®のふもとに広がる「スカイアリーナ」では、多種多様なイベント・催事により、多くの来場者が見込まれます。

■押上駅から
東京スカイツリータウンへの来場手段の中でも、特
に多くの割合を占めるのが押上駅からの来場。コン
コースからイーストヤードへ直結する地下エントラン
スは、その利便性から、多くの人で賑わいます。

■パーキングから
イーストヤードの地下1階に一般車両用のパーキン
グが完備され、イーストヤードへの自然なアクセ
スが期待できる入館構造になっています。

▍イーストヤード

主な来場動線

押上駅コンコースから直接地下3階エントランスへ

ソラミ坂ひろば付近の風景
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E5　地下3階エントランス ビッグシート

E6　地下3階エントランス エスカレーターバナー

E7　地下3階エントランス スーパーピラーB

E8　地下3階エントランス スペース

E10　東1階エントランス スーパーピラー

E11　東1階エントランス スペース

E12　ソラマチ商店街 フラッグ

E14　ソラミ坂ひろば

イーストヤード
短期メディア①

E10 ▶P.12

E11 ▶P.12

E14 ▶P.13

E12 ▶P.13

1F

駐車場入口

広場

駐車場
（一般）

駐車場（バス）

ソラマチ商店街

押上駅 地上B3出口

E5 ▶P.10

E8 ▶P.11

E6 ▶P.10

E7 ▶P.10

地下3F

（オフィス用EV）

押上駅
コンコース

都営浅草線・京成押上線

東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線

ソラミ坂
（1F〜4F）

屋外
店舗
通路
駐車場
EV、ESC
出入口

イーストヤードウエストヤード タワーヤード

東京スカイツリー®

すみだ水族館
6F

ソラマチダイニング
スカイツリービュー

オフィス
ライフ&カルチャー
郵政博物館

ライフ&カルチャー

プラネタリウム天空 7F

30F

8F

9F

10F

31F

ソラマチダイニング

スペース634 / ジャパンエクスペリエンスゾーン 5F

4F

レディースファッション / 雑貨 2F

ソラマチ商店街 1F

B1F

B3F

TVキャラクターレストラン
ソラマチタベテラス ファッション / 雑貨 3F

タワー入口フロア

タワー団体フロア

タワー出口フロア

フードマルシェ
St.ストリート
パーキング

ジャパンスーベニア
とうきょう
スカイツリー駅

押上駅
（地下直通）

●各メディアの場所、サイズ、設置基数、仕様は、今後変更となる場合があります。
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K1 ▶P.14

K3 ▶P.14

K7 ▶P.16

K6 ▶P.15
K2 ▶P.14

4F

K1　スカイアリーナ スーパーシートA

K2　スカイアリーナ スーパーシートB

K3　スカイアリーナ シート

K6　スカイアリーナ スペース

K7　スカイアリーナ ビジョン

ウエストヤード
水族館
とうきょうスカイツリー駅

東京スカイツリー
入口フロア

ソラミ坂・押上駅

イーストヤード
短期メディア②

スカイアリーナ

屋外
店舗
通路
EV、ESC
出入口

イーストヤードウエストヤード タワーヤード

東京スカイツリー®

すみだ水族館
6F

ソラマチダイニング
スカイツリービュー

オフィス
ライフ&カルチャー
郵政博物館

ライフ&カルチャー

プラネタリウム天空 7F

30F

8F

9F

10F

31F

ソラマチダイニング

スペース634 / ジャパンエクスペリエンスゾーン 5F

4F

レディースファッション / 雑貨 2F

ソラマチ商店街 1F

B1F

B3F

TVキャラクターレストラン
ソラマチタベテラス ファッション / 雑貨 3F

タワー入口フロア

タワー団体フロア

タワー出口フロア

フードマルシェ
St.ストリート
パーキング

ジャパンスーベニア
とうきょう
スカイツリー駅

押上駅
（地下直通）

●各メディアの場所、サイズ、設置基数、仕様は、今後変更となる場合があります。
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E5
地下 3 階エントランス ビッグシート

▍短期メディア E5 〜7
※E5〜7は、セット販売となります。

E6
地下3階エントランス エスカレーターバナー

【場所】 地下3階エントランス
【サイズ】 H6.0×W4.0ｍ
【設置基数】 1
【仕様】 大型バナー吊下
【掲出期間】 2週間
【掲出料】 1週間　E5〜7セットで2,300,000円（税別）
 2週間　E5~7セットで3,800,000円（税別）

【概要】
東京スカイツリータウン地上階へと向かう2本のエスカ
レーター中央に設置。進行方向の上方にあるため、
自然と人々の視野に入っていく注目率の高いメディアです。

【場所】 地下3階エントランス
【サイズ】 H3.0×φ1.8ｍ
【設置基数】 1
【仕様】 ペット加工巻
【掲出期間】 2週間
【掲出料】 1週間　E5〜7セットで2,300,000円（税別）
 2週間　E5~7セットで3,800,000円（税別）

【概要】
東京スカイツリータウン地上階へと向かうエスカレーター
の左側に設置。東京スカイツリータウンにあるピラー
メディアの中で一番の大きさを誇り、押上駅から流入する
多くの人々の視線を集めます。

E7
地下 3 階エントランス スーパーピラーB

E5
E6

E7 

地下3F

（オフィス用EV）

押上駅
コンコース

都営浅草線・京成押上線

東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線

【場所】 地下3階エントランス
【サイズ】 H10.0×W11.0ｍ
【設置基数】 1
【仕様】 大型バナー吊下
【掲出期間】 2週間
【掲出料】 1週間　E5〜7セットで2,300,000円（税別）
 2週間　E5~7セットで3,800,000円（税別）

【概要】
東京スカイツリータウン®地上階へと向かうエスカレーター
の右側に設置。施設最大の大きさを誇るメディアで、
押上駅から流入する多くの人々に対して強力な訴求が
可能です。

●上記料金は広告掲出料です。別途、製作・取付・撤去費が必要となります。一部メディアには屋外広告申請料が必要となります。
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E8
地下3階エントランス スペース

【場所】 地下3階エントランス

【サイズ】 約20㎡

【使用期間】 1日間

【使用料】 150,000円（税別）

【概要】
地下 3 階エントランス中央部にあるイベント
スペース。来場したばかりの高揚感に包まれて
いる人々や、満足感に包まれながら帰路につく
人々に向けたイベントは、訴求内容の深いリーチ
が期待できます。
●イベント実施時には、立会管理費等が発生いたします。

▍短期メディア E8

E8 

地下3F

（オフィス用EV）

押上駅
コンコース

都営浅草線・京成押上線

東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線

●多数の来場者が見込まれる際は、イベントスペースをご利用いただけない場合があります。●イベントスペースに関する設備、販売方法等の詳細は、別冊の「EVENT SPACE AD MENU」をご参照ください。

約20㎡
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▍短期メディア E10 〜11

【場所】 イーストヤード1階12番地

【サイズ】 左右2基：H3.0×W約3.5m＋H3.0×W約1.1m
　　　　 中央1基：H3.0×W約2.3m＋H3.0×W約2.3m
　　　　　 ※防火シャッター用のガイドレールがあるため掲出面が２つに分割されます。

【設置基数】 3

【仕様】 ペット加工貼付

【掲出期間】 2週間

【掲出料】 1週間　480,000円（税別）

　　　　　　 2週間　800,000円（税別）

【概要】
イーストヤードで最も多くの通行量が期待される1階エントランスに3基設置。外から内から、地
下から上階から、さまざまな動線が交差する中心地にあるため、膨大な接触者数が期待できます。

E10
東1階エントランス スーパーピラー

中央1基
H：3.0m

左右2基
H：3.0m

約2.3m

約2.3m 約3.5m

約1.1m

E10

1F

駐車場
（一般）

ソラマチ商店街

E11
東1階エントランス スペース

【場所】 イーストヤード1階エントランス

【サイズ】 約12㎡ 

【使用期間】 1日間

【使用料】 200,000円（税別）

【概要】
イーストヤードで最も多くの通行量が期待される1階エントランスにあるイベントスペース。 
来場者との接触率が非常に高く、話題性を喚起するPRに効果的です。

●イベント実施時には、立会管理費等が発生いたします。

E11

約12㎡

押上駅
地上B3出口

ソラミ坂
（1F〜4F）

●多数の来場者が見込まれる際は、イベントスペースをご利用いただけない場合があります。●上記料金は広告掲出料です。別途、製作・取付・撤去費が必要となります。一部メディアには屋外広告申請料が必要となります。●イベントスペースに関する設備、販売方法等の詳細は、
別冊の「EVENT SPACE AD MENU」をご参照ください。
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E14
ソラミ坂ひろば

【場所】 ソラミ坂1階

【サイズ】 約25㎡

【使用期間】 1日間

【使用料】 200,000円（税別）

【概要】
押上駅から来場する人々のメイン導線上に位置し、東京
スカイツリー®を見上げるポイントにもなる、ソラミ坂１階
のスペース。隣接する交通ロータリーには、路線バス停
留所もあり、観光客のみならず、地元住民の集客も期待
できます。

●実施内容はサンプリング展開を基本とさせていただきます。
●イベント実施時には、立会管理費等が発生いたします。

▍短期メディア E12・E14 E14
1F

駐車場
（一般）

ソラマチ商店街

E12
ソラマチ商店街 フラッグ

【場所】 イーストヤード1階フロア

【サイズ】 H1.2×W2.0m（両面）

【設置基数】 9

【仕様】 バナー吊下

【掲出期間】 2週間

【掲出料】　　  1週間　420,000円（税別）

　　　　　　  2週間　700,000円（税別）

【概要】
多くの人々が訪れるソラマチ商店街。頭上に並ぶ9 枚の大型
フラッグは、その賑わいの中でも高い視認性を発揮します。

押上駅
地上B3出口

ソラミ坂
（1F〜4F）

E12

●多数の来場者が見込まれる際は、イベントスペースをご利用いただけない場合があります。●上記料金は広告掲出料です。別途、製作・取付・撤去費が必要となります。一部メディアには屋外広告申請料が必要となります。●イベントスペースに関する設備、販売方法等の詳細は、
別冊の「EVENT SPACE AD MENU」をご参照ください。
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▍短期メディア K1〜3 K1

K3

K24F ソラミ坂・押上駅

スカイアリーナ

K3
スカイアリーナ シート

【場所】 スカイアリーナ・防風壁

【サイズ】 H1.78×W2.98m

【設置基数】 7

【仕様】 フィルム貼

【掲出料】 1週間　1,300,000円（税別）

 2週間　2,200,000円（税別）

【概要】
スカイアリーナ・南側の防風用ガラス板に設置。整然と7基が立ち並ぶことで景観の一部と
しても機能し、広場にいる人々の目線を自然と集めることができます。

K1・2
スカイアリーナ スーパーシートA・B

【場所】 スカイアリーナ・イーストヤード施設壁面

【サイズ】 K1（A）：［H6.86×W6.6m］×2面 
 　　　　  ※4面のうち2面を組み合わせて使用

 K2（B）：H13.7×W6.6m

【設置基数】 K1：1　K2：1

【仕様】 幕展張

【掲出料】 1週間　各1,500,000円（税別）

 2週間　各2,500,000円（税別）

【概要】
イーストヤード施設壁面において、北向きと西向きに巨大シートをそれぞれ1基設置。スカイアリー
ナのどこにいても目に飛び込んでくる大きさで、抜群の視認性と多人数へのリーチを実現します。

●上記料金は広告掲出料です。別途、製作・取付・撤去費が必要となります。一部メディアには屋外広告申請料が必要となります。●屋外のメディアにつきましては、天候により取付けの遅れや掲出の中断がおこる場合もあります。あらかじめご了承ください。

AB
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K6
スカイアリーナ スペース

▍短期メディア K6 K64F ソラミ坂・押上駅

スカイアリーナ

【場所】 スカイアリーナ

【サイズ】 約100㎡

【使用期間】 1日間

【使用料】 ［約100㎡］

 土日祝日　900,000円（税別）

 平日　　　600,000円（税別）

【概要】

広場を巻き込んだ一体感のあるイベントを通して、多くの人々に濃密な訴求が可能です。さ
らに施設内の他メディアを活用すれば、話題性のあるクロスメディアプロモーションも実現で
きます。

●スカイアリーナ スペースは、夏季の日除けテント設置等、安全管理上の都合でメディア環境が変更になる場合がございます。
●イベント実施時には、立会管理費等が発生いたします。

●多数の来場者が見込まれる際は、イベントスペースをご利用いただけない場合があります。●イベントスペースに関する設備、販売方法等の詳細は、別冊の「EVENT SPACE AD MENU」をご参照ください。

この範囲内から約 100㎡を利用可能。
イベントの実施場所は調整となります。
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▍短期メディア K7
K7

4F
スカイアリーナ

スカイアリーナ ビジョン入稿規程　　静止画
ファイル形式 JPEG、PNG、BMP（RGB形式）

拡張子 .jpg　.png　.bmp

解像度 W:1920×H:1080ピクセル（16 : 9） ※解像度72dpi

容量 1素材　1MB未満

ファイル名称
「露出開始月日/広告主略称/素材番号.jpg or .png or .bmp」で名称を付けてください。
例：5月22日開始で、広告主が東武鉄道の場合「130522TOBU1.jpg or .png or .bmp」
※ファイル名称は半角英数で日本語不可とします（文字化けのおそれがあるため）。

納品方法 CD-R、DVD-R等

スカイアリーナ ビジョン入稿規程　　動画

ファイル形式 WMV9
(Windows Media Video 9) ファイル形式 MPEG-4 AVC / H.264

拡張子 .wmv 拡張子 .mp4

解像度 W:1920×H:1080ピクセル 解像度 W:1920×H:1080ピクセル

容量 1素材　1GB未満 容量 1素材　1GB未満

エンコーディングレート 1080p:CBR(固定ビットレート) 
8Mbpsまで エンコーディングレート 1080p:CBR(固定ビットレート)

8Mbpsまで

ビデオ方式 NTSC ビデオ方式 NTSC

プロファイルレベル WMV9 MP@HL プロファイルレベル Baseline@4.0

色形式 4:02:00 色形式 4:02:00

フレームレート 29.97fps フレームレート 29.97fps

オーディオストリーム
タイプ Windows Media Audio 9.2 オーディオストリーム

タイプ ACC エンコーダー

音声サンプリングレート 48kHz 音声サンプリングレート 48kHz

オーディオビットレート 96kbps オーディオビットレート 96kbps

アスペクト比 16：9（ピクセルアスペクト比は1：1） アスペクト比 16：9（ピクセルアスペクト比は1：1）

ファイル名称
「露出開始月日/広告主略称/素材番号.wmv or .mp4」で名称を付けてください。
例：5月22日開始で、広告主が東武鉄道の場合「130522TOBU1.wmv or .mp4」
※ファイル名称は半角英数で日本語不可とします（文字化けのおそれがあるため）。
※データに不備があった場合は、お受けできませんので入稿前にチェックをお願いします。

音量調整について
ゲインを-20dBに設定し、基準信号1kHzを発信し、VUメーターにてその針が0dBを指すように調整された
環境にて、コンテンツの音のピーク時が0dBを超えないようにすること。またコンテンツの音全般がVUメーター
上での針の振り幅が-60dBから-80dbの間で収まるようにすることが望ましい。

納品方法 CD-R、DVD-R等

●入稿規定以外の形式、設定の場合、再生品質の保証はできません。

K7
スカイアリーナ ビジョン

【場所】 スカイアリーナ

【サイズ】 200インチ

【設置基数】 1

【仕様】 LEDビジョン

【放映料】 1週間　   320,000円（税別）

 2週間　   530,000円（税別）

 1年間　 9,000,000円（税別）

【概要】
スカイアリーナの中央に位置し、空間の
賑わいづくりにおける中心的役割を担う
大型ビジョンです。高品質な映像と音声
のインパクトで、高い注目率を発揮。イ
ベントなどと連動させることで、訴求効
果をより高めることもできます。
■スカイアリーナビジョン詳細
オンエア時間：10：00〜22：00
オンエア秒数：15秒
オンエア回数：72回／日（保証は全オンエア期
間回数の90%とさせていただきます。）
●毎月曜日より放映開始します。●単独のメディアとし
て随時お申込みいただけます。
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ウエストヤード

エントランス内外の大型メディアで、インパクトのある訴求を。

ウエストヤードは、とうきょうスカイツリー駅や浅草から多くの人々が流入するエリア。食品販売店や
飲食店といった食に関するフロアと、TV関連ショップをはじめとするクリエイティブやキャラクターを
テーマに好奇心と想像力を刺激するフロアが特に充実し、上層には水族館も構えるなど、どの世代
の人々でも長く滞在したくなるエンターテイメント性に溢れています。

▍ウエストヤード

押上駅（地下）
東武スカイツリーライン
京成押上線
都営浅草線
東京メトロ半蔵門線

とうきょうスカイツリー駅
東武スカイツリーライン

ハナミ坂
（1F〜4F）

ソラミ坂
（1F〜4F）

水族館
5・6F

商業施設
（東京ソラマチ®）

商業施設
（東京ソラマチ®）

プラネタリウム 
7F

東京スカイツリー®

スカイアリーナ
4F

東京スカイツリー
イーストタワー®

親水公園

北十間川

親水公園

押上駅
 （地上 B3出口）

イーストヤードウエストヤード タワーヤード

東京スカイツリー®

すみだ水族館
6F

ソラマチダイニング
スカイツリービュー

オフィス
ライフ&カルチャー
郵政博物館

ライフ&カルチャー

プラネタリウム天空 7F

30F

8F

9F

10F

31F

ソラマチダイニング

スペース634 / ジャパンエクスペリエンスゾーン 5F

4F

レディースファッション / 雑貨 2F

ソラマチ商店街 1F

B1F

B3F

TVキャラクターレストラン
ソラマチタベテラス ファッション / 雑貨 3F

タワー入口フロア

タワー団体フロア

タワー出口フロア

フードマルシェ
St.ストリート
パーキング

ジャパンスーベニア
とうきょう
スカイツリー駅

押上駅
（地下直通）

■とうきょうスカイツリー駅から
とうきょうスカイツリー駅からの来場者は、その多くが、地上の「ハナミ坂」を歩き
エントランスへと向かいます。 
■浅草エリアから
年間2000万人もの人 が々訪れる浅草から、1駅3分（徒歩15分）ほどの位置に
ある東京スカイツリータウン®。浅草から訪れる人 を々最初に迎えるのがウエス
トヤードとなります。

■パーキングから
施設総駐車台数（約1000台）の
約7割が集まっているウエストヤー
ド。クルマでの来場者の自然なア
クセスも期待できる入館構造に
なっています。

主な来場動線

とうきょうスカイツリー駅から続くハナミ坂
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ハナミ坂
(1F〜4F)

W3 ▶P.19

W6 ▶P.20

W1オプション ▶P.19

W1 ▶P.19

1F-4FW1　ハナミ坂 スーパーピラー

（W1オプション）　ハナミ坂 スーパーバナー

W3　ウエストヤード ピラー

W6　ハナミ坂ひろば

ウエストヤード
短期メディア

スカイアリーナ

ソラミ坂
押上駅

水族館とうきょう
スカイツリー駅

駐車場（一般）

屋外
店舗
通路
駐車場
EV、ESC
出入口

イーストヤードウエストヤード タワーヤード

東京スカイツリー®

すみだ水族館
6F

ソラマチダイニング
スカイツリービュー

オフィス
ライフ&カルチャー
郵政博物館

ライフ&カルチャー

プラネタリウム天空 7F

30F

8F

9F

10F

31F

ソラマチダイニング

スペース634 / ジャパンエクスペリエンスゾーン 5F

4F

レディースファッション / 雑貨 2F

ソラマチ商店街 1F

B1F

B3F

TVキャラクターレストラン
ソラマチタベテラス ファッション / 雑貨 3F

タワー入口フロア

タワー団体フロア

タワー出口フロア

フードマルシェ
St.ストリート
パーキング

ジャパンスーベニア
とうきょう
スカイツリー駅

押上駅
（地下直通）

東京スカイツリー
入口フロア

●各メディアの場所、サイズ、設置基数、仕様は、今後変更となる場合があります。

TOKYO SKYTREE TOWN® Advertising Menu 18



W1
ハナミ坂 スーパーピラー

【場所】 ハナミ坂3階

【サイズ】 H3.6×W3.7m

【設置基数】 2

【仕様】 ペット加工貼付

【掲出期間】 2週間

【掲出料】 1週間　  720,000円（税別）

 2週間　1,200,000円（税別）

【概要】
とうきょうスカイツリー駅からの主な来場動線となるハナミ坂の3 階エン
トランス頭上に設置。来場者がハナミ坂を上がる間、正面から対峙し
続けることになるため、長い接触時間が期待できます。また、ハナミ坂
は東京スカイツリー®との記念撮影スポットにもなっており、SNS等への
拡散も期待できます。

▍短期メディア
 W1・W1 オプション・W3

左右2基
H：3.6m

▲
正面

→

掲載不可

3.7m

ハナミ坂
(1F〜4F)

W1オプションW1

1F-4F
駐車場（一般）

W3
ウエストヤード ピラー

【場所】 ウエストヤード4階通路

【サイズ】 H1.45×W1.03m

【設置基数】 28（7本×4面）

【仕様】 コンクリート面パネル取付

【掲出期間】 2週間

【掲出料】    1週間　  760,000円（税別）

　　　　　 2週間　1,260,000円（税別）

【概要】
若年層に絶大な人気のTV 関連ショップに面し、スカイアリー
ナ・水族館へと続くウエストヤード4 階通路にある7 本の角
柱。4 面すべてに掲出可能なため、あらゆる方向から視認す
ることができます。

W3

1F-4F

水族館

東京スカイツリー
入口フロア

●上記料金は広告掲出料です。別途、製作・取付・撤去費が必要となります。一部メディアには屋外広告申請料が必要となります。●屋外のメディアにつきましては、天候により取付けの遅れや掲出の中断がおこる場合もあります。あらかじめご了承ください。

【場所】 ハナミ坂3階

【サイズ】 H3.5×W5.65m

【設置基数】 1

【仕様】 大型バナー（メッシュ）

【掲出期間】 2週間

【掲出料】    　1週間　360,000円（税別）
　　　　　 　2週間　600,000円（税別）
     （W1とセット購入のみ）

W1 オプション
ハナミ坂 スーパーバナー
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▍短期メディア　W6

W6
ハナミ坂ひろば

【場所】 ウエストヤード西側

【サイズ】 W5.5xD3.0m 約16.5㎡

【使用期間】 1日間

【使用料】 150,000円（税別）

【概要】
特急電車を含む東武スカイツリーラインの全車両が停車する、とうきょうスカイツリー駅のメインエン
トランスに設置。浅草方面から徒歩で来場する人々へも効率よくアプローチできるスペースです。

●イベント実施時には、立会管理費等が発生いたします。

ハナミ坂
(1F〜4F)

1F-4F

水族館
とうきょうスカイツリー駅

駐車場（一般）

W6

●多数の来場者が見込まれる際は、イベントスペースをご利用いただけない場合があります。●イベントスペースに関する設備、販売方法等の詳細は、別冊の「EVENT SPACE AD MENU」をご参照ください。
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S1
スカイツリータウンTV

▍全ヤード共通メディア 
  S1

【場所】 東京スカイツリータウン全域　※押上駅、とうきょうスカイツリー駅も含みます。

【サイズ】 52インチ／60インチ（音声なし）
 ※52インチモニターは、画面下部に施設側の文字情報が表示されるため、実際の放映サイズはB1タテとなります。

【設置基数】 放映保証台数５５台　※押上駅内3台、とうきょうスカイツリー駅内14台を含みます。

【放映料】 1週間　  320,000円（税別）
 2週間　  530,000円（税別）
 1年間　9,000,000円（税別）

【概要】
押上駅、とうきょうスカイツリー駅、館内に数多く設置されているため、幅広く分布する圧
倒的な数の来場者に対してもタイムラグなく情報を発信することができます。公式インフォ
メーション機能も担うなど、施設の顔として信頼度の高いメディアです。
■スカイツリータウンTV詳細
オンエア時間：10：00〜21：00（10分ローテーション）
オンエア秒数：15秒
オンエア回数：132回／日（保証は全オンエア期間回数の90%とさせていただきます。）

●単独のメディアとして随時お申込みいただけます。

スカイツリータウンTV入稿規程　　静止画

ファイル形式 JPEG、PNG、BMP（RGB型式）
※データは反時計回りに90度回転した状態（横向き）で入稿してください。

解像度 .jpg　.png　.bmp

原稿サイズ W:1527×H:1080ピクセル 
※解像度72dpi　※詳細は下部記載の「入稿素材について」をご確認ください。

容量 1素材　1MB未満

ファイル名称
「露出開始月日/広告主略称/素材番号.jpg」で名称を付けてください。
例：5月22日開始で、広告主が東武鉄道の場合「130522TOBU1.jpg」
※ファイル名称は半角英数で日本語不可とします（文字化けのおそれがあるため）。

納品方法 CD-R

スカイツリータウンTV入稿規程　　動画

ファイル形式 WMV9
(Windows Media Video 9) ファイル形式 MPEG-4 AVC / H.264

拡張子 .wmv 拡張子 .mp4

解像度 W:1527×H:1080ピクセル 解像度 W:1527×H:1080ピクセル

容量 1素材　1GB未満 容量 1素材　1GB未満

エンコーディングレート 1080p:CBR(固定ビットレート) 
8Mbpsまで エンコーディングレート 1080p:CBR(固定ビットレート)

8Mbpsまで

ビデオ方式 NTSC ビデオ方式 NTSC

プロファイルレベル WMV9 MP@HL プロファイルレベル Baseline@4.0

色形式 4:02:00 色形式 4:02:00

フレームレート 29.97fps フレームレート 29.97fps

アスペクト比 16：9（ピクセルアスペクト比は1：1） アスペクト比 16：9（ピクセルアスペクト比は1：1）

ファイル名称
「露出開始月日/広告主略称/素材番号.wmv or .mp4」で名称を付けてください。
例：5月22日開始で、広告主が東武鉄道の場合「130522TOBU1.wmv or .mp4」
※ファイル名称は半角英数で日本語不可とします（文字化けのおそれがあるため）。
※データに不備があった場合は、お受けできませんので入稿前にチェックをお願いします。

納品方法 CD-R、DVD-R等

ご注意事項 音声は流れませんのでご注意ください。

入稿素材について

施 設 側 文 字 情 報

入稿素材
反時計回りに90度回転したもの

※入稿素材は、静止画、動画ともに、上記のとおり反時計回りに90度回転した形式でお願いいたします。

モニター表示
イメージ

⇒
W：1527px

H：
10

80
px

●入稿規定以外の形式、設定の場合、再生品質の保証はできません。
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E13
イーストヤード フラッグ

【場所】 ソラミ坂

【サイズ】 　（縦）：H0.9×W0.55m（両面） 

【設置基数】 10

【仕様】 突出フラッグ

【掲出料】 1週間　240,000円（税別）
 2週間　400,000円（税別）

▍フラッグメディア
E13・K4 〜5・W2・W4

4F

ソラミ坂
（1F〜4F）

E13
K4

K4

K5

4F ソラミ坂・押上駅

スカイアリーナ

K4

K4 

【場所】 スカイアリーナ・施設側面

【サイズ】 K4（A）：H0.6×W1.2ｍ
 K5（B）：H0.9×W0.55ｍ（ブリッジ下）

【設置基数】 K4：7　K5：5　（計12）

【仕様】 天吊式バナー・フラッグ

【A掲出料】 1週間　210,000円（税別）
 2週間　350,000円（税別）

【B掲出料】 1週間　150,000円（税別）
 2週間　250,000円（税別）

K4・5
スカイアリーナ フラッグ A・B W4

ウエストヤード フラッグ B
【場所】 ウエストヤード〜タワーヤード　
 北側面

【サイズ】 B（横）：H0.6×W1.2m

【設置基数】 13

【仕様】 天吊式バナー

【掲出期間】 2週間

【掲出料】  1週間   390,000円（税別）
 2週間　650,000円（税別）

W2
ウエストヤード フラッグ A
【場所】 ハナミ坂

【サイズ】 A（縦）：H0.9×W0.55m

【設置基数】 6

【仕様】 突出フラッグ

【掲出期間】 2週間

【掲出料】 1週間　180,000円（税別）
 2週間　300,000円（税別）

ハナミ坂
(1F〜4F)

W2

W4

1F-4F
駐車場（一般）

水族館

東京スカイツリー
入口フロア

1F-4F

A B

●上記料金は広告掲出料です。別途、製作・取付・撤去費が必要となります。一部メディアには屋外広告申請料が必要となります。●イベントスペースに関する設備、販売方法等の詳細は、別冊の「EVENT SPACE AD MENU」をご参照ください。
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▍メディア料金一覧表  ※消費税抜価格

メディア
コード メディア名 全メディアパッケージ

※イベントスペースは除く
掲出料・放映料・スペース使用料

1日間 1週間 2週間 1年間

イースト
ヤード

E5 地下3階エントランス ビッグシート
E6 地下3階エントランス エスカレーターバナー ● - ¥2,300,000 ¥3,800,000 -

E7 地下3階エントランス スーパーピラーB
E8 地下3階エントランス スペース - ¥150,000 - - -

E10 東1階エントランス スーパーピラー ● - ¥480,000 ¥800,000 -

E11 東1階エントランス スペース - ¥200,000

E12  ソラマチ商店街 フラッグ ● - ¥420,000 ¥700,000 -

E14 ソラミ坂ひろば - ¥200,000 - - -

K1 スカイアリーナ スーパーシートA ● - ¥1,500,000 ¥2,500,000 -

K2 スカイアリーナ スーパーシートB ● - ¥1,500,000 ¥2,500,000 -

K3 スカイアリーナ シート ● - ¥1,300,000 ¥2,200,000 -

K6 スカイアリーナ スペース -
[約100㎡]
土日祝日：￥900,000
平日：　　 ¥600,000

- - -

K7 スカイアリーナ ビジョン ● - ¥320,000 ¥530,000 ¥9,000,000

ウエスト
ヤード

W1 ハナミ坂 スーパーピラー ● - ¥720,000 ¥1,200,000 -

W1オプション ハナミ坂 スーパーバナー ● - ¥360,000 ¥600,000 -

W3 ウエストヤード ピラー ● - ¥760,000 ¥1,260,000 -

W6 ハナミ坂ひろば - ¥150,000 - - -

共通 S1 スカイツリータウンTV ● - ¥320,000 ¥530,000 ¥9,000,000

フラッグ

E13 イーストヤード フラッグ ● - ¥240,000 ¥400,000 -

K4 スカイアリーナ フラッグA ● - ¥210,000 ¥350,000 -

K5 スカイアリーナ フラッグB ● - ¥150,000 ¥250,000 -

W2 ウエストヤード フラッグA ● - ¥180,000 ¥300,000 -

W4 ウエストヤード フラッグB ● - ¥390,000 ¥650,000 -

全メディアパッケージ ●で印した全ての短期メディア - ¥11,150,000 ¥18,570,000 -

●下記料金は広告掲出料です。別途、製作・取付・撤去費が必要となります。一部メディアには屋外広告申請料が必要となります。
●請求書記載の期日までに、所定の銀行宛お振込みをお願いいたします。（振込手数料はご負担願います。）
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▍各メディアに関する注意事項
●屋外のメディアにつきましては、天候により取付けの遅れや掲出の中断がおこる場合もあります。あらかじめご了承ください。

●施設側の都合等で、掲出メディア、イベントスペースをご利用いただけない期間もあります。あらかじめご了承ください。

●「スカイアリーナ スペース」は、安全性の観点から利用を見合わせる可能性があります。 詳細は別途ご案内いたします。

●広告掲出料のほかに、製作・取付・撤去費が必要となります。請求書記載の期日までに所定の銀行宛てお振込みをお願いいたします。（振込手数料はご負担願います。）
　一部メディアには屋外広告申請料が必要となります。

●各メディアの場所、サイズ、設置基数、仕様は、今後変更となる場合があります。

●掲出お申込み受付時に、競合調整をおこなう場合もあります。

●イベントスペースに関する設備、販売方法の詳細は、別途ご案内いたします。

●荒天時及び、お客様などに危険があると施設側が判断した場合、屋外イベントスペースのご使用を見合わせていただく場合がございます。

▍メディアお申込み期間
■メディアの掲出期間は、1週間または2週間単位となります。
　日曜日の夜間を施工日（掲出・撤去作業ともに）とし、掲出開始は月曜日・掲出終了は日曜日となります。

■映像メディアは年間を通し随時お申込みいただけます。

●長期メディアにつきましては、別途受付いたします。P30をご覧いただき、 
   詳しくはお問合せください。
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V1　ソラマチひろば

V2　ドームガーデン

V3　ファームガーデン

V4　スペース634

その他
イベントスペース

押上駅（地下）
東武スカイツリーライン
京成押上線
都営浅草線
東京メトロ半蔵門線

とうきょうスカイツリー駅
東武スカイツリーライン

ハナミ坂
（1F〜4F）

ソラミ坂
（1F〜4F）

水族館
5・6F

商業施設
（東京ソラマチ®）

商業施設
（東京ソラマチ®）

プラネタリウム 
7F

東京スカイツリー®

スカイアリーナ
4F

東京スカイツリー
イーストタワー®

親水公園

北十間川

親水公園

押上駅
 （地上 B3出口）

V3 ファームガーデン

V1 ソラマチひろば V2 ドームガーデン V4 スペース634（イーストヤード5階）

■V1〜V4イベントスペースは、ご利用予定月の6ヶ月前より受付けております。
● V1、V2、V3 お問合せ先：東武鉄道SC 事業部 TEL：03-5962-2625
● V4 お問合せ先：東武タウンソラマチ TEL：03-5809-7821（お問合せ時間 平日10：00 〜18：00）
E-mail：space-info@tobutown-solamachi.co.jp
■お問合わせ後、2週間程度の弊社内承認ならびに調整期間を設けさせていただきます。
■東京スカイツリータウン®アドメニュー掲載の各メディアとの競合調整はいたしかねますのでご了承ください。
■東京ソラマチ自主イベント及び関係行政機関実施イベントを優先させていただくこともございます。あらかじめご了承ください。
■仮予約はお受けいたしかねます。
■テントの貸出を有料にて行っております。詳細は別途お問合わせください。
■詳細は、別冊の「EVENT SPACE AD MENU」をご参照ください。
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V1
ソラマチひろば

【場所】 イーストヤード1階 

 ソラマチひろば

【サイズ】 94.98㎡（∅11m）

【使用期間】 1日間

【使用料】 400,000円（税別）

【概要】

東京スカイツリータウン®のほぼ中心、ソラマチ商店街の
西側出口に位置。子供たちに人気の噴水と、澄川喜一氏
の「TO THE SKY」が設置されています。四季を通じてさま
ざまなイベントや催物で賑わう屋外スペースです。
 
●噴水のスケジュールが優先される場合があります。 
●イベント実施時には、立会管理費等が発生いたします。

▍その他イベントスペース　V1 V1

●多数の来場者が見込まれる際は、イベントスペースをご利用いただけない場合があります。●イベントスペースに関する設備、販売方法等の詳細は、別冊の「EVENT SPACE AD MENU」をご参照ください。
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V2
ドームガーデン

【場所】 イーストヤード8階 

 ドームガーデン

【サイズ】 314㎡+300㎡

【使用期間】 1日間

【使用料】 400,000円（税別）

【概要】

プラネタリウムのドームと円形に植えられた芝生をシンボル
として、間近に東京スカイツリー®が臨める屋外スペース。
お客様ご招待イベント、記者発表会、撮影ロケーション
等に幅広く活用が可能です。
 
●イベント実施時には、立会管理費等が発生いたします。

▍その他イベントスペース　V2

約 2
000
0

約 6
000

V2

●多数の来場者が見込まれる際は、イベントスペースをご利用いただけない場合があります。●イベントスペースに関する設備、販売方法等の詳細は、別冊の「EVENT SPACE AD MENU」をご参照ください。
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V3
ファームガーデン

【場所】 ウエストヤード5階

 ファームガーデン

【サイズ】 約514㎡

【使用期間】 1日間

【使用料】 400,000円（税別）

【概要】

水族館の奥（西側）に位置。芋の栽培がおこなわれている
ソラマチファームがシンボルの、さまざまな樹木に囲まれ
た緑あふれる屋外スペースです。建物の屋上とは思えな
い、ゆったりとした時間が流れています。
 
●イベント実施時には、立会管理費等が発生いたします。

▍その他イベントスペース　V3

ソラマチファーム

従業員通行通路

約 15000

約 7800

約 11000

約 5600

約 15000約 1700

植栽

植栽

円形ベンチ

円形ベンチ

V3

●多数の来場者が見込まれる際は、イベントスペースをご利用いただけない場合があります。●イベントスペースに関する設備、販売方法等の詳細は、別冊の「EVENT SPACE AD MENU」をご参照ください。
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パントリー

墨田観光プラザ

前室(1)

喫煙室

客用便所

管理室

給湯

前室(2)

CH3300

階段(2)

CH3300

倉庫

C
H
3
0
0
0

CH3000 CH3000

CH3000

CH3000

CH3000 CH3000

C
H
3
0
0
0

C
H
3
0
0
0

(自販機)

付室(2)

付室(1)
EV

EV

EV

吹抜

EV

EV

外部吹抜

EVホール

EVホール

客用通路

客用通路

EPS

EV

EV

客用通路

スペース634

-
EV

EV

600x400

600x400

600x400

600x400

300□

300□

控室(2)

控室(1)

控室(3)

ホワイエ

A	 183.8㎡ B	 156.9㎡

A+B	 340.7㎡

SCALEPLACE

東5Fスペース634 1/200（A3）館内入口 ※寸法は、目安としてご考慮ください。

V4
スペース634

【場所】 イーストヤード5階

【サイズ】 仕様表参照

【使用期間】 仕様表参照

【使用料】 450,000円（税別）他

【概要】

東京ソラマチ®に訪れる多くの人々に向けて 
企画発信していただけるスペースです。 
伝統と先進が共存するソラマチらしい、 
オリジナリティ溢れる企画をお待ちしています。
 
●イベント実施時には、立会管理費等が発生いたします。

■お支払いに関して
契約締結時に使用料金の50％、実施5営業日前までに残りの50％のお支払いをい
ただきます。請求書記載の期日までに所定の銀行宛お振込みをお願いいたします。

（振込手数料はご負担願います。） 有償備品使用費、立会管理費など実費に関し
ては、実施後精算ご請求させていただきます。指定の日時までにお振込みが確認で
きない場合はイベント実施をお断りさせていただきますのでご了承ください。

▍その他イベントスペース　V4

●上記金額は消費税別途の金額です。

V4
（イーストヤード5階）

●多数の来場者が見込まれる際は、イベントスペースをご利用いただけない場合があります。●イベントスペースに関する設備、販売方法等の詳細は、別冊の「EVENT SPACE AD MENU」をご参照ください。

名称 スペース634

エリア&フロアー 東京ソラマチ5階

サイズ

タイプ A+B A B

面積 340.7㎡ 183.8㎡ 156.9㎡

天井高 3.3m（一部3.0m）

想定収容人数

スクール 189名 87名 63名

シアター 250名 140名 110名

立食 210名 100名 80名

スペース使用料
10:00〜18:00/13:00〜21:00 （8h） 360,000円 200,000円 160,000円

10:00〜21:00 （11h） 450,000円 250,000円 200,000円

●スペース634 エントランス

【仕様表】

●スペース634 A ●スペース634 Ｂ
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C1　押上コンコース シャインボード

C2　押上コンコース シャインピラー

C3　押上コンコース アッパーシャインボード

C4　押上コンコース ステップウォールB

C5　地下3階エントランス シャインピラー

C7　スカイツリー駅 シャインウォールA

C8　スカイツリー駅 シャインウォールB

E1　押上コンコース ウォールA

E2　押上コンコース ウォールB

E9　地下1階 エスカレーターウォール

W5　東京スカイツリー®シート

長期メディア

●各長期メディアの場所、サイズ、設置基数、仕様は、今後変更となる場合があります。

■決定優先ではありません。
　お申込みが重複した場合は弊社にて調整させていただきます。
　また広告主についてはクライアント審査をおこないますので、事前にお問合せ願います。
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C3
押上コンコース アッパーシャインボード

【場所】 押上駅コンコース

【サイズ】 H1.1×W2.9m

【設置基数】 2

【仕様】 LEDコルトン

【掲出期間】 1年間

【掲出料】 各4,000,000円（税別）

【概要】

地上B3口から押上駅コンコースに向かう階段途中の頭上
に設置。階段を下る人 は々、一定時間このメディアを真正
面でとらえ続けるので、高い認知率を生み出せます。

C1
押上コンコース  シャインボード

C2
押上コンコース  シャインピラー

【場所】 押上駅コンコース

【サイズ】 H1.2×W3.0ｍ

【設置基数】 2

【仕様】 LEDコルトン

【掲出期間】 1年間

【掲出料】 各4,600,000円（税別）

【概要】

押上駅コンコースに、動線に沿って設置。東京メトロ半蔵
門線の利用者に対し、効果的な訴求ができます。

【場所】 押上駅コンコース

【サイズ】 H1.8×W0.9m

【設置基数】 7

【仕様】 LEDコルトン

【掲出期間】 1年間

【掲出料】 各2,100,000円（税別）

【概要】

押上駅コンコースに、動線に沿って設置。東京メトロ半蔵
門線、都営浅草線、どちらの利用者もこの設置エリアを通
過するため、非常に高い接触率が期待できます。

▍長期メディア　C1〜3 地下3F

C3

C2

C1押上駅
コンコース

都営浅草線・京成押上線

●上記料金は広告掲出料です。別途、製作・取付・撤去費が必要となります。一部メディアには屋外広告申請料が必要となります。
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C5
地下 3 階エントランス シャインピラー

【場所】 地下3階エントランスホール入口

【サイズ】 B0

【設置基数】 4

【仕様】 LEDコルトン

【掲出期間】 1年間

【掲出料】 各3,000,000円（税別）

【概要】

押上駅コンコースから地下3階エントランスへの通路に設置。通過する人 と々の距離が近い
ため、高い接触率と視認率を発揮します。

▍長期メディア　C4 〜5

C4
押上コンコース ステップウォール B

【場所】 押上駅コンコース階段

【サイズ】 B0

【設置基数】 11

【仕様】 LEDコルトン

【掲出期間】 1年間

【掲出料】 各1,650,000円（税別）

【概要】

押上駅コンコースから地上B3出口に向かう階段途中の踊り場に設置。設置数が多いため、
全面ジャックや複数ビジュアルの組合せなど、掲出方法に工夫を施すことができます。

地下3F

C5

C4
C4は 
地上B3出口への 
階段通路に設置。

地上B3出口

押上駅
コンコース

都営浅草線・京成押上線

●上記料金は広告掲出料です。別途、製作・取付・撤去費が必要となります。一部メディアには屋外広告申請料が必要となります。
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C7
スカイツリー駅 シャインウォール A

【場所】 とうきょうスカイツリー駅コンコース

【サイズ】 左）H1.7×W2.1m

　 右）H1.2×W3.0m

【設置基数】 2

【仕様】 LEDコルトン

【掲出期間】 1年間

【掲出料】 各3,600,000円（税別）

【概要】

2箇所ある改札の内側に1基ずつ設置。この駅を利用する人 が々必ず接触するメディアです。

C8
スカイツリー駅 シャインウォール B

【場所】 とうきょうスカイツリー駅 駅前通路

【サイズ】 B0

【設置基数】 3

【仕様】 LEDコルトン

【掲出期間】 1年間

【掲出料】 各1,500,000円（税別）

【概要】

駅前広場から臨める唯一の屋外広告で、待ち合わせなどで滞留する人 の々注目を集めやすい
メディアです。

▍長期メディア　C7 〜8

東京スカイツリータウン®ウエストヤード
C8

とうきょうスカイツリー駅1F
C7

●上記料金は広告掲出料です。別途、製作・取付・撤去費が必要となります。一部メディアには屋外広告申請料が必要となります。
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C9
スカイツリー駅 ロードウォール

 イーストヤード 
　 ショーウインドー

 ウエストヤード 
　 スーパーシート

 地下３階エントランス 
　 ワイドシート

【場所】 とうきょうスカイツリー駅 南北通路

【サイズ】 B0

【設置基数】 7

【仕様】 シート貼り外照式

【掲出期間】 1年間

【掲出料】 各1,000,000円（税別）

【概要】

駅北側と南側をつなぐ通路の両側壁面に、合計7基設置。

【場所】 ウエストヤード南西壁面

【サイズ】 H8.9×W7.0ｍ

【設置基数】 1

【場所】 ソラミ坂1階

【サイズ】 H2.9×W4.0×D0.9ｍ

【設置基数】 1

【場所】 地下３階エントランス

【サイズ】 H2.725×W6.0ｍ

【設置基数】 1

●これらのメディアは東武鉄道関連枠ならびにオフィシャルパートナー枠として設定されており、現在、販売の対象ではありません。

▍長期メディア　C9 参考案件

（イメージ）

C9

東京スカイツリータウン®ウエストヤード

とうきょうスカイツリー駅1F

●上記料金は広告掲出料です。別途、製作・取付・撤去費が必要となります。一部メディアには屋外広告申請料が必要となります。
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【場所】 地下1階

【サイズ】 B0×2連貼 （H1030×W2912㎜）

【設置基数】 1

【仕様】 フィルム貼 

【掲出料】 1年間　7,800,000円（税別）

【概要】
地下3階エントランスから東1階エントランスへ向かう途中
の、エスカレーター踊り場に設置。地上にある施設内部へ
到達する人 を々、一足先に出迎えることができます。

▍長 期 メディア　E1・E2・
E9・W5

E9
地下1階 エスカレーターウォール 

E9

地下1F

駐輪場

【場所】 押上駅コンコース

【サイズ】 B0×4連貼×上下2段（最大H2.06×W5.82ｍ）

【設置基数】 各1

【仕様】 ドライマウント加工 パネル貼付

【掲出料】 1年間　10,400,000円（税別）

【概要】
地下3階エントランスへと続く押上駅コンコースに設置。東
京スカイツリータウン®への来場者のみならず、押上駅を日
常的に利用する人 も々目に留めるため、接触者数は非常に
多くなります。
※交通メディアとして1週間単位で販売をしておりますので、
スタート時期は調整となります。

●上記料金は広告掲出料です。別途、製作・取付・撤去費が必要となります。一部メディアには屋外広告申請料が必要となります。

E1・E2
押上コンコース ウォール A・B

W5
東京スカイツリー® シート

【場所】 タワーヤード4-5階吹抜け

【サイズ】 H3.0×W4.0m

【設置基数】 3

【仕様】 大型バナー

【掲出料】 1年間　11,700,000円（税別）

【概要】
東京スカイツリー入口フロア（4 階）から東京スカイツ
リー出口フロア（5 階）にかけての吹抜け部分に設置し
てある、東京スカイツリー内部唯一のメディアです。

W5

1F-4F

水族館

東京スカイツリー
入口フロア

地下3F

（オフィス用EV）

E2 

E1 

押上駅
コンコース

都営浅草線・京成押上線

東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線

A B
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▍東京スカイツリータウン®　メディア広告掲出基準
東京スカイツリータウンは公共性の強い施設であるところから下記の通り広告掲出基準を設定しています。
広告、イベント内容が下記に該当する恐れのある場合にはご利用をお断りさせていただくことがありますのでご了承ください。

■法律、規制に関して
・その広告、イベント内容に関する条例等関係諸法規、また国際法規に違反しているもの、または信義を損なうもの。
・各業種、業界において定める公正競争規約や自主規制などに違反しているもの。
・企業間または法廷にて係争中の問題を含んだもの。

■ビジュアル・表現・イベント内容に関して
・内容が公序良俗に反し、公共空間の品位や美観を損ない、環境を悪化させるもの。
・広告の責任の所在や実態、内容が明確でないもの。
・根拠のない最大級の表現（誇大広告）であったり故意に誤認を誘う表現（不当表示）のあるもの。
・効果効能の約束、確定していない具体的金額の表示などが裏付けなく表記されたもの。
・暴力や犯罪を肯定、示唆、助長、美化し社会秩序を乱す恐れのあるもの。
・醜悪、残虐、猟奇的な表現などにより不快感や恐怖心を起こさせるもの。
・人種、民族、国籍、出身地、性別、身体的特徴、病気、職業、境遇、思想信条などで不当に差別するもの。
・特定の政党、思想団体、宗教・宗派、意見の広告、並びにそれを擁護し中立の立場を欠くと判断されるの。
・過激な性表現、セクシャルハラスメントにあたるもの、またそのように想起させるもの。
・誹謗中傷、人権侵害、名誉毀損、プライバシーの侵害などにより基本的人権を損なうもの。
・児童、及び青少年の保護の視点から健全な育成を妨げるもの。
・保護の対象となる特定個人の情報を記載したもの。
・射幸心を煽る表現によるギャンブルのＰＲをおこなった場合。
・建物、設備を、損傷、滅失させる恐れがある場合並びに危険物並びに安全性が確認できないものを使用、展示した場合。
・可燃素材による造作展示。

■その他
・来場者及び会場周辺に混乱、危険を及ぼす可能性がある場合。 
・関係省庁から中止命令が出たもの。
・使用申込書に偽りの記載があったもの。
・使用規則、管理者の指示に従わない場合。
・申込者または使用者が、暴力団等を含む反社会的勢力に該当すること、または反社会的勢力との関係を有していることが判明した場合。
・広告、イベント内容の事前審査が弊社指定のスケジュールでおこなわれない場合。
・その他、東武鉄道㈱、東武タウンソラマチ㈱、東武タワースカイツリー㈱が不適と判断するもの。

※押上駅、とうきょうスカイツリー駅、駅構内のメディアに関しては東武鉄道広告掲出審査判断基準を基本ルールとします。
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▍取り扱い代理店一覧
広告のお問合せ、お申込みは下記代理店へ。

製作・取付作業については、安全面等の観点から、下記の製作会社をご活用ください。

（株）栄宣 〒120-0034 東京都足立区千住3-7　栄宣ビル3・4F 03-5284-5211
（株）NKB 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-3　東京宝塚ビル 03-3504-2076
（株）オリコム 〒105-0004 東京都港区新橋1-11-7　新橋センタープレイス 03-6733-2330
（株）企画宣伝社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-4-7　K.Nビル5F 03-3986-0611
（株）キョウエイアドインターナショナル 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-1-15　東信同和ビル 03-3208-4121
共栄企画（株） 〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡1-12-12 049-261-1151

（株）広正社 〒125-0062 東京都葛飾区青戸6-1-13 03-3603-0311
（株）JTBコミュニケーションデザイン 〒105-8335 東京都港区芝3-23-1　セレスティン芝三井ビルディング 03-5657-0617
（株）ジェイアール東日本企画 〒150-8508 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5　JR恵比寿ビル 03-5447-7848
（株）鉄道広告協力会 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-36-7　アルテール池袋310 03-3989-1441
（株）電通 〒105-7001 東京都港区東新橋1-8-1 03-6216-8006
（株）東急エージェンシー 〒107-8417 東京都港区赤坂4-8-18 03-3475-9547
東武商事（株） 〒131-0033 東京都墨田区向島1-33-12　第二東武館4階 03-3623-4063
東邦宣伝企画（株） 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-8-7 03-3666-7367

（株）TOMOE 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-11-4 03-3272-9826
長田広告（株） 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町7-2　古賀オールビル6F 03-5643-9330

（株）博報堂DYメディアパートナーズ 〒107-6321 東京都港区赤坂5-3-1　赤坂Bizタワー 03-6441-9553
表示灯（株） 〒107-0062 東京都港区南青山5-12-22 03-3797-4811

（株）文宣 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-25-8　タカセビル6F 03-3988-2041
（株）星広告　　　　　　　　　　　　　　 〒277-0011 千葉県柏市東上町6-31 04-7166-7111
（株）メトロアドエージェンシー 〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-21　NBF虎ノ門ビル4階 03-5501-7840

（株）キッズプロモーション 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-16-30 03-5155-5657
（株）近代カラー 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-25-36　タイオーインターナショナルビル 03-3200-8551
（株）東京タカラ商会 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-10-6 03-3984-8732
富士フイルムイメージングシステムズ（株） 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-30 03-5745-2261

（株）ライズコミュニケーションズ 〒123-0843 東京都足立区西新井栄町2-1-1-805 03-5888-5502
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●東京スカイツリー®タウンメディア（スペース634を除く）のお問合せ

東武鉄道株式会社
ＳＣ事業部 

TEL：03-5962-2625　FAX：03-5962-2629 
〒131-8522　東京都墨田区押上2丁目18番12号

●スペース634のお問合せ

東武タウンソラマチ株式会社
商業運営本部　メディア・イベントスペースチーム
TEL：03-5809-7821　FAX：03-5809-7831 
E-mail : space-info@tobutown-solamachi.co.jp 
〒131-0045　東京都墨田区押上1丁目1番2号

▍お問合せ
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