２０１７年１月１９日

展望台からの夜景は今がベストシーズン！

東京スカイツリー®展望台に地上３５０ｍの夜景を望むＤＩＳＣＯ空間が誕生！
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デ ィ ス コ

ＤＩＳＣＯ」開催

２０１７年２月３日（金）～３月１７日（金）
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）にて運営を行っている東京スカイツリーでは、
２０１７年２月３日（金）～２０１７年３月１７日（金）の期間、映像演出とともに８０年代、
スーパー
スカイツリー
ディスコ
９０年代を中心としたダンスミュージックが流れる大人の空間「SUPER SKYTREE ® DISCO 」が誕生
します。
本イベント期間中は、展望台にＤＪブース、お立ち台、ミラーボールを設置。さらに世界一の夜景
とSKYTREE ROUND THEATER ®の映像投影による演出で、地上３５０ｍの東京スカイツリー天望デッキに
ここでしか体験できないディスコ空間が登場します。
特に期間中の毎週金曜日は、８０年代のディスコ全盛時代の象徴ともいえるレジェンドＤＪをはじめ
現在も第一線で活躍するトップＤＪや人気ＤＪ をキャスティングし、天望デッキ で東京スカイ
ツリーならではの特別なＤＪイベントを幅広い年代の方々にお楽しみいただけます。
詳細は別紙のとおりです。
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▲SUPER SKYTREE DISCO DJ イベントの様子（イメージ）

一般の方のお問い合わせ先

東京スカイツリーコールセンター TEL ０５７０-５５-０６３４

＜別 紙＞

１．「ＡＷＡ」とコラボレーションしたＤＪイベント
ア

ワ

期間中の毎週金曜日は、定額制音楽配信サービス「ＡＷＡ」の協力のもとミュージックシーンを代表
するＤＪが展望台に登場します。
８０～９０年代のディスコ時代の象徴ともいえるレジェンドＤＪから、今も第一線で活躍するトップ
ＤＪ、懐かしのディスコの人気ＤＪが競演し、懐かしさだけでなく新しさも持ち合わせた東京スカイ
ツリー®のディスコ空間をお楽しみいただけます。
また、ＤＪイベント初日となる２月３日（金）と最終日の３月１７日（金）には、スペシャル
アーティストによるライブイベントも実施いたします。
日 程：２０１７年２月３日（金）～３月１７日（金）
の毎週金曜日
２月３日、２月１０日、２月１７日、
２月２４日、３月３日、３月１０日、
３月１７日

時

間：１８：３０～２１：３０

場

所：東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０
※予告なく変更または、中止になる場合があります。
※混雑状況により、展望台への入場を制限する場合
があります。
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▲ＤＪイベントの様子（イメージ）

■ＤＪイベントスケジュール
ＤＪ

アーティスト

２月３日

宇治田みのる

DJ KOO

DJ SHU1

misono

２月１０日

JOHN ROBINSON

☆Taku Takahashi(m-flo)

DJ PASSION

-

２月１７日

松本みつぐ

DJ KAORI

DJ SAWA

-

２月２４日

DJ OSSHY

TOMOYUKI TANAKA (FPM)

DJ BOSS

-

３月３日

DJ ATOM

MARC PANTHER

DJ KATSU

-

３月１０日

DJ OSSHY

TJO

DJ AKIRA

-

３月１７日

DJ BABY

BLACK JAXX

DJ TETSUYA

石井明美

■オープニングセレモニー
イベント初日の２月３日（金）１８：００より、SUPER SKYTREE ® DISCO 開催を記念して
オープニングセレモニーを行います。
セレモニーには、８０年代、９０年代にも活躍されたマイケル富岡さん、田中美奈子さんに
お越しいただき、ディスコ全盛期のバブル時代の様子を振り返っていただく他、当日ＤＪイベント
を行う宇治田みのるさん、DJ KOO さん、DJ SHU1 さん、ライブを行う misono さんも登場し、SUPER
SKYTREE® DISCO 参加への意気込みを語ります。
日 程：２０１７年２月３日（金）
時

間：１８：００～１８：３０

場

所：東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

▲マイケル富岡

▲田中美奈子

▲宇治田みのる

▲DJ KOO

▲DJ SHU1

▲misono

ア

ワ

■ＡＷＡ限定 東京スカイツリー®のための選曲
「ＡＷＡ」のアプリで、アーティストとＤＪが選曲した「SUPER SKYTREE ® DISCO」プレイ
リストを２月３日（金）より公開予定です。
●参加アーティスト
宇治田みのる、DJ KOO、DJ SHU1、JOHN ROBINSON、DJ PASSION、☆Taku Takahashi(m-flo)、
松本みつぐ、DJ KAORI、DJ SAWA、DJ OSSHY、DJ BOSS、DJ ATOM、MARC PANTHER、DJ KATSU、TJO、
TOMOYUKI TANAKA (FPM)、DJ AKIRA、DJ BABY、BLACK JAXX、DJ TETSUYA、misono、石井明美
●ＡＷＡについて
「ＡＷＡ」は、定額制音楽配信サービス。２０１５年５月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数
は３，０００万曲超、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約６５０万件におよぶ。
２０１６年１１月には、「オフライン再生」を除くすべての機能が月額無料で利用できる「Free
プラン」を発表。楽曲のショートバージョンをクロスフェードで再生できる新機能「ハイライト
再生」も追加し、累計ダウンロード数は１０００万ダウンロードを突破している（２０１６年
１１月１２日時点）
。
２０１６年１２月に発表された、Google Play の「ベスト オブ
２０１６」日本版では「ベストエンターテインメントアプリ」部門
大賞を受賞し、名実ともに国内最大規模の音楽配信サービスへと
成長した。
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２．ディスコティックなＳＫＹＴＲＥＥ ＲＯＵＮＤ ＴＨＥＡＴＥＲ®
SUPER SKYTREE ® DISCO を盛り上げる DISCO TUNE と映像が一つになったスペシャルコンテンツ
「ディスコティックな SKYTREE ROUND THEATER®」を SKYTREE ROUND THEATER®で上映します。
コンテンツは、東京駅のプロジェクションマッピングなどを行ったクリエイティブカンパニー、株式
会社ネイキッドが演出、制作し、東京スカイツリー®をロケットに見立て、ミラーボールの星々の中を飛
行する楽しく煌びやかな映像の他、ダンスミュージックの名曲に合わせて踊る人々のグラフィック映像
が流れるなど雰囲気を盛り上げる内容となっています。
期

間：２０１７年２月３日（金）～３月１７日（金）

時

間：１８：４５／１９：００／１９：４５／２０：３０／２１：１５
※各回約４分
※都合により変更にまたは中止なる場合があります。

場

所：東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０
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▲ディスコティックな SKYTREE ROUND THEATER®（イメージ）

■ＳＫＹＴＲＥＥ ＲＯＵＮＤ ＴＨＥＡＴＥＲ®について
夜間の天望デッキ フロア３５０において、窓ガラスの３６０°の
うち２５５°、横幅約１１０メートル、高さ約２メートルを巨大スクリ
ーンに仕立て、展望台から見える夜景を背景に、１８台のスピーカーに
よる臨場感溢れる音響とともに３４台のプロジェクターで迫力のある
映像を投影するプロジェクションマッピングを利用したショーです。
◀ SKYTREE ROUND THEATER® ロゴマーク
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■株式会社ネイキッド（NAKED Inc.）について
１９９７年、村松亮太郎を中心に、映像ディレクター／デザイナー／ＣＧディレクター／ライター
などが集まり設立されたクリエイティブカンパニー。メディアやジャンルを問わず、映画／広告／
ＴＶ／インスタレーションなど様々なクリエイティブ活動を続ける。
また、近年はプロジェションマッピングを始めとした様々な
技術や美術造作、演出を組み合わせ、光を使った空間の総合
演出を手がけている。
現在、自社が企画・演出・制作を手がけたイベントや
ショーが通算１３０万人以上を動員している。

３．その他
■フォトスポット
東京スカイツリー天望デッキにＤＪブースやお立ち台
ミラーボールが登場。美しい夜景をバックにディスコ
をイメージした写真をお撮りいただけます。
期

間：２０１７年２月３日（金）～３月１７日（金）

場

所：東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０
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▲フォトスポット（イメージ）

■期間限定カクテルメニュー販売

イベント期間中、DISCO TUNE が流れる展望台で夜の時間
のみ夜景とともにお楽しみいただける期間限定カクテルを
提供いたします。
販売期間：２０１７年２月３日（金）～３月１７日（金）
販売時間：１７：３０～２１：３０（Ｌ.Ｏ.２１：１５）
販売場所：東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０
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ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ フロア３５０

▲ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ フロア３５０

●期間限定カフェメニュー
カシスソーダ、カシスオレンジ
カンパリソーダ、カンパリオレンジ
シャンディガフ
全５種 各７５０円（税込）
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▲期間限定カクテル

