
自宅から東京旅行を味わえる

「東京スカイツリー®のひみつツアー」を開催
お客さまが入ることのできない東京スカイツリーの裏側を社員がご案内します！

東京スカイツリーと株式会社ノットワールドは、普段、お客さまが入ることのできない東京スカイツリー

の裏側などを巡るオンラインツアー「東京スカイツリー®のひみつツアー」を初めて開催します。

このオンラインツアーは、実際に東京スカイツリーで働く社員が、東京スカイツリーの建設秘話や構造、

夜を色どるライティングのひみつ、そして高さを活かした研究についてご紹介します。また、東京スカイ

ツリーの足元にある「プラネタリウム“天空”」の最新作品紹介などもあり、ご自宅から安心して、ご家族の

皆さんでお楽しみいただけます。

さらに、東京スカイツリータウン来場時にご利用いただける、東京スカイツリー展望台入場券、また

東京スカイツリーオフィシャルショップやプラネタリウム“天空”の割引券も付いたお得なツアーです。

この夏、東京への旅行や観光、お子さまの夏休み自由研究課題の題材に悩まれている皆さん、ご自宅

から、この特別なツアーに参加しませんか？
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【報道関係の方のお問い合わせ先】

東京スカイツリータウン広報事務局
TEL：０３-５８０９-７８４１
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Mail staff@japanwondertravel.com

【―般の方のお問い合わせ】

株式会社ノットワールド TEL ０３-６６６１-７１３４（平日 ９：００～１８：００）
※本ツアー主催会社

△497ｍ地点のライティング照明器具 △東京スカイツリー内部の構造物
「心柱」

△497ｍ地点の雷観測設備
※電力中央研究所所有設備
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開催日時 ２０２０年８月２２日（土）１７：００～

所要時間 約６０分＋質問コーナー

開催内容 次ページ参照

参加方法 パソコンなどを使用した「Zoom」によるオンライン形式のツアー（ライブ配信あり）

申込方法 下記URLより申込み

https://japanwonderguide.com/asp-products/skytree-onlinetour/

申込期間 ２０２０年８月３日（月）１４：００ ～８月２１日（金）１７：００まで

申込人数 １００名（先着順）

参加料金 ３，０００円／１名（税込）※インターネット通信料はお客さま負担となります。

＜料金に含まれるサービス＞

１．オンラインツアー

２．東京スカイツリー展望台入場券（天望デッキ・天望回廊セット券）

３．THE SKYTREE SHOP（１階・５階）１０％割引券

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® ２０％割引券

※２・３は２０２１年３月３１日（水）まで、４は２０２１年５月３１日（月）まで利用可能

主 催 株式会社ノットワールド

共 催 東京スカイツリー

「東京スカイツリー®のひみつツアー」開催要項

参加者東京スカイツリー

＜オンラインツアーのイメージ＞

東京スカイツリー社員等

質問コーナーでは、ご参加の
みなさまは、チャットで質問
することができます。

https://japanwonderguide.com/asp-products/skytree-onlinetour/
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「東京スカイツリー®のひみつツアー」詳細内容

１ 東京スカイツリーができるまで～建設秘話～

東京スカイツリー建設中の映像と共に、開業時から働く社員等から当時の様子を解説します。

２ 働く社員が解説！東京スカイツリーひみつの裏側

☑ ライティングの裏側！

２０２０年２月からのライティングリニューアルで何が変わったの？
リニューアルを担当した社員と期間限定で点灯している特別ライティング「花火」をデザインした社員が解説します。

☑ 雷研究の裏側！

６３４ｍという高さを活かした雷の研究とは？
４９７ｍ地点と足元になぜ雷観測設備が置かれているのか、雷が落ちるとどうなるのかなど、社員が解説します。

☑ 心柱制振構造の裏側！
６３４ｍという高さの建造物がなぜ地震に耐えられるのか？
東京スカイツリーで最も重要な構造「心柱制振」を社員が解説します！

３ 社員が教える！展望台だけじゃない東京スカイツリータウン®の楽しみ方

展望台で絶景を楽しむだけじゃない
東京スカイツリータウンの楽しみ方
を社員等が教えます！

４ SNS担当がイチオシ！撮影スポットを紹介
東京スカイツリーがキレイに撮影できるスポットを、東京スカイツリー公式SNS担当が教えます！

５ 社員がお答えします！質問コーナー
Zoomのチャット機能で参加者から頂いた質問に社員がお答えします！

△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®

△撮影スポット

△特別ライティング「花火」 △497ｍ地点の雷観測設備
※電力中央研究所所有設備

△東京スカイツリー内部の構造物
「心柱」



 

 

 

 

 
２０２０年７月３０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（本社：東京都墨田区）が運営する東京スカイツリーでは、この夏、どこに
行こうかお悩みの東京都民の皆さんに、東京スカイツリーの展望台から眺める素晴らしい景色とともに
元気になっていただきたいという思いを込めて、展望台に半額で ご入場いただける「東京スカイ   
ツリーⓇ 東京都民５０％ＯＦＦ 夏割キャンペーン」を実施します。 
「都内に住んでいるし、東京スカイツリーにはいつでも行けるから、まだ行かなくてもいいか」と  

思って、開業から８年が経つ東京スカイツリーへまだのぼったことがない都民の皆さん！今こそ、東京
スカイツリーにお越しいただき、ご自身が住まわれるこの東京を、そして関東一円を見渡す     
大パノラマを、ぜひご体験ください。 

さらに、東京スカイツリー内のオフィシャルショップ「THE SKYTREE SHOP」やカフェ「SKYTREE CAFE 

フロア３５０」でご利用いただける特典もついています。 

また、東京スカイツリーの足元にある商業施設「東京ソラマチⓇ」の各店では、東京スカイツリーの     

チケットをご提示いただくとお得な優待を受けられる「東京スカイツリータウンⓇチケ得サービス」も  

あります。東京スカイツリーにのぼったあと、東京ソラマチでもお得に遊べるこのサービスも、    

あわせてぜひご利用ください。 

そして、東京スカイツリーから少し散策すると、今年６月にオープンしたばかりの「東京ミズマチⓇ」

や東武鉄道の電車が隅田川を横断する隅田川橋梁の脇を歩くことができる「すみだリバーウォーク」も

あり、押上から浅草までの街歩きもお楽しみいただけます。 

東京スカイツリーでは、安心してご入場いただけるよう、感染症予防等の各種対策を実施しております。

これを機会にぜひ、ご家族やお友達とお越しください。 

１．実施期間 ２０２０年８月７日（金）～８月２３日（日）  

２．対    象 東京都に在住の方（複数でのご来場の場合、代表者が都内在住であれば全員が対象） 

※東京スカイツリー４階チケットカウンターで、東京都の在住を証明できるもの 

（運転免許証等）をご提示ください。 

３．内    容 当日券の展望台入場料金が半額になります。 

※日時指定券、団体料金および旅行代理店等で購入した入場チケットは対象外です。 

※他の割引との併用はできません。 

詳細は別紙をご覧ください。 
以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都民なのに、“のぼったことない”なんて言わせない！ 

 
８月７日（金）～２３日（日）までの期間限定！ 

 

東京スカイツリーコールセンター ＴＥＬ ０５７０－５５－０６３４（１１：００～１９：００） 
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■当日券展望台入場料金  

<天望デッキのみ>

 平 日 休 日 

通常料金 夏割キャンペーン 通常料金 夏割キャンペーン 

大 人 

（１８才以上） 

 

２，１００円 

 

１，０５０円  

 

２，３００円 

 

１，１５０円 

中 人 

（高校生・中学生） 

 

１，５５０円  

 

７５０円 

 

１，６５０円  

 

  ８００円 

小 人 

(小学生) 

 

９５０円 

 

４５０円 

 

１，０００円  

 

５００円 

 <天望デッキ・天望回廊 セット券> 

 平 日 休 日 

通常料金 夏割キャンペーン 通常料金 夏割キャンペーン 

大 人 

（１８才以上） 

 

３，１００円 

 

 １，５５０円 

 

３，４００円 

 

１，７００円 

中 人 

（高校生・中学生） 

 

２，３５０円 

 

 １，１５０円 

 

２，５５０円  

 

１，２５０円 

小 人 

(小学生) 

 

１，４５０円 

 

   ７００円 

 

１，５５０円   

 

  ７５０円 

※未就学児は無料です。 

※平日・休日の設定日は、東京スカイツリー公式ホームページでご確認ください。 

■オフィシャルショップ「THE SKYTREE SHOP」および「SKYTREE CAFE」における割引特典について 

チケット購入時に、以下の特典クーポンをお渡しします。 

 <THE SKYTREE SHOP> 

   対象店舗 「THE SKYTREE SHOP」１Ｆまたは５Ｆ  

   内  容 税込１，０００円以上お買い求めいただくと、１０％ＯＦＦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

< SKYTREE CAFE> 

対象店舗 「SKYTREE CAFE」フロア３５０ 

内  容 カフェメニュー全品１０％ＯＦＦ 

 

 

 

 

 

 

△「THE SKYTREE SHOP」５Ｆ 

東京スカイツリー
®
 東京都民５０％ＯＦＦ 夏割キャンペーンについて 

【別 紙】 

△商品の一例 

左：ROOTOTE マイバッグ 右：1/4000 スカイツリー模型 

△「SKYTREE CAFE」 フロア３５０ 
 

△カフェメニューの一例 

左：スカイソフト 右：パインカクテル 
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東京スカイツリータウンでは、この夏お楽しみいただけるコンテンツを展開中です。 

 

東京スカイツリータウンは、今年の夏休み期間に青空の下で安心して楽しめるキッズ向けアミューズ 

メントパークが開催されます。また、東京スカイツリー®の足元で開放感を感じていただきつつ、ご家族

でお食事を楽しめるグランピングスペースなど屋外でお過ごしいただける施設等が充実。東京スカイ  

ツリータウンで思い出に残る夏休みを過ごすのはいかがですか。 

詳細情報はこちら（http://www.tokyo-skytree.jp/press/post/422）をご覧ください。 

 

 

「東京スカイツリー」のチケットをご提示いただくと、東京ソラマチの各店でお得な優待を受け    

られる「東京スカイツリータウン®チケ得サービス」があります。 

チケ得サービスでは、ファッション、レストラン、カフェ、キャラクターグッズやカルチャーや   

サービスといったバラエティ豊かな約１００店舗にて、割引サービスやメニュー追加をはじめ    

オリジナルノベルティの配布など様々な特典を受けられます。 

※東京スカイツリーのチケットは、ご購入もしくはご注文前に  

必ず優待実施店舗で提示ください。 

※ノベルティは数に限りがある場合があります。 

※その他サービスとの併用ができない場合があります。 

※割引は一部対象外の商品・メニューがあります。 

※優待内容は予告なく変更となる場合があります。 

※詳細は各店舗にご確認ください。 

詳細については、こちらをご覧ください。 

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

 

 

 

東武スカイツリーライン 浅草～とうきょうスカイツリー駅間の鉄道高架下複合商業施設    

「東京ミズマチ」と、隅田川を渡る「すみだリバーウォーク」が新たにオープンし、東京スカイ    

ツリータウンから浅草を最短ルートで結んでいます。 

「東京ミズマチ」には公園と川の環境と一体化した新業態のレストランや開放的な施設等、個性  

豊かな店舗が揃います。また「すみだリバーウォーク」では壁面等に描かれた東京スカイツリー公式

キャラクター ソラカラちゃんを見つけたり、隅田川の水面を望めるガラス床を楽しみながら浅草側

へ渡ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 すみだリバーウォーク開門時間 ７：００～２２：００ 

 ※季節やイベントの開催等により変更になる場合があります。 

 

「東京ミズマチ®」・「東京スカイツリー®～浅草連絡遊歩道 すみだリバーウォーク」 

東京スカイツリータウン®で楽しむ夏休み 

東京ソラマチ®で受けられるお得な「東京スカイツリータウン®チケ得サービス」 

東京ミズマチ 

浅 草 

隅田公園 

東京スカイツリータウン 

すみだリバーウォーク 

△すみだリバーウォークに 

 描かれたソラカラちゃん 

△すみだリバーウォーク遠景 

◁すみだリバー

ウ ォ ー ク に 

設 置 さ れ た  

ガラス床 

 

http://www.tokyo-skytree.jp/press/post/422
https://www.tokyo-solamachi.jp/service/tickets/


 

 

東京スカイツリー®における感染症予防・拡大防止対策について 
 

緊急事態宣言発令前より実施していた、お客さまにご利用いただける消毒液の設置・抗菌洗剤を使用

した館内清掃やスタッフへの手洗い・うがいの励行を実施しています。また、お客さまには必ずマスク

等を着用いただいております。さらに、展望台内の換気を最大で通常よりも約２倍に強化し、１５～  

２０分に１回、展望台内の空気が入れ替わり清浄な空気環境を保つほか、天望デッキへの入場人数は  

収容人数の２割から３割程度を目安に制限するなど、各種対策を実施しています。 

以 上 

 


