２０１９年７月１９日

日本百名月鑑賞会、Jazz ライブ、夜空ヨガ、秋の味覚

東京スカイツリータウン®の秋イベント
～自分なりの秋を“五感”で楽しむイベントを開催～
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および東武タウンソラマチ（本社：東京都墨田区）にて運営する東京スカイツリータウン
では、２０１９年９月２日（月）～９月３０日（月）に「自分なりの秋を感じて、秋を楽しみませんか」
をコンセプトとした秋のイベントを開催します。
２０１７年に一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューローより、東京スカイツリー®の展望台から
望む月が「日本百名月」に認定されました。日本を代表する名月鑑賞地の東京スカイツリータウンでは、
総合光学機器メーカー「ビクセン」協力のもと、天体望遠鏡を使用した名月鑑賞会を実施します。
また、展望台では名月を眺めながら月にまつわる名曲などを楽しめる Jazz ライブを開催するほか、東京
ソラマチ®でも東京スカイツリーと夜景を眺めながら楽しめる Jazz ライブを開催します。
また、東京スカイツリー天望デッキの窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER®」
では、お月見をテーマにした新プログラムを上映するほか、東京ソラマチでは、秋の夜長に東京スカイツリー
と月を見上げながら楽しめるヨガを開催します。
その他、SKYTREE CAFE や東京ソラマチのショップでは、お月見スイーツを販売します。
東京スカイツリータウンの秋を五感でお楽しみください。
詳細は別紙のとおりです。
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～シタマチ・ワンダーランド計画～
世界一のタワーのあるこの街は、粋な楽しさ、あったかい人情、ものづくりの伝統が息づいて
いる街。私たちはそのすべてを、新しいシタマチの楽しさに変えて届けたい。訪れるすべての
人のワンダーランドになるために。東京スカイツリータウンの挑戦は続きます。

お問い合わせ先
東京スカイツリーコールセンター ℡ ０５７０－５５－０６３４（９：００～２０：００）
東京ソラマチコールセンター
℡ ０５７０－５５－０１０２（１０：００～２１：００）

＜別 紙＞

東京スカイツリータウン®の秋イベント
（１）名月鑑賞会
「上弦の月」と「中秋の名月」に、地上４４５メートルの東京スカイツリー天望回廊および東京
スカイツリータウン１階のソラマチひろばにて、総合光学機器メーカー「ビクセン」協力のもと、天体
望遠鏡を使用した名月鑑賞会を開催します。「日本百名月」にも認定された展望台からの名月や東京
スカイツリー®を見上げながらの名月をお楽しみください。

▲天望回廊での観測イベント（イメージ）
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▲ソラマチひろばの観測イベント
（イメージ）
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日

時

▲天体望遠鏡で見る中秋の名月
（イメージ）
提供：株式会社ビクセン

８月８日（木） １９：００ ～２０：３０ ※東京スカイツリー天望回廊のみ実施
９月６日（金） １８：３０～２０：３０
９月１３日（金）１９：００～２１：００

場

所

東京スカイツリー天望回廊
東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろば

料

金

無料（展望台への入場料が必要です）

協

力

株式会社ビクセン

※ 最新のスケジュールは下記の公式ホームページをご確認ください。
東京スカイツリー（http://www.tokyo-skytree.jp/）
東京ソラマチ（http://www.tokyo-solamachi.jp/）

１９４９年に創業の天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡などを製造する総合光学機器メーカー。
自然科学を学ぶことの第一歩をお手伝いする「自然科学応援企業」であることを使命としています。
星空に慣れ親しんでいるコアなファンを大切にしながらも、日本各地で星空観望会を行うなど、ライフ
スタイルとして“スターパーティ”などを提唱。
「多くの方が星空を楽しみたくなる」時代や文化を作り
出すことを目指し、「星を見せる会社」になるというビジョンを掲げています。
今まで以上により多くの方が星空を見上げる社会を実現するために、星空になじみやすい環境と機会を
創出する会社として活動しています。

（２）Ｊａｚｚライブ 「Ｊａｚｚ ｉｎ ｔｈｅ Ｍｏｏｎ Ｎｉｇｈｔ」
地上３５０メートルの東京スカイツリー天望デッキで、９月６日（金）
、１３日（金）、１９日（木）
、
マ ル タ

２７日（金）の合計４日間、日本を代表するサクソフォーン奏者のMALTA氏率いる Jazz ユニット「MALTA
ジ

ル

Planet Band」、シンガーソングライターのJILLE氏による Jazz ライブ を開催します。月に照らされた
東京の夜景を眺めながら、月にまつわる名曲などをお楽しみください。

▲MALTA Planet BandによるJazzライブ（過去の様子）

▲JILLE氏によるJazzライブ（過去の様子）
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出演/日程

｢MALTA Planet Band」９月６日（金）
、１３日（金）
、２７日（金）
「JILLE」

９月１９日（木）

時

間

１９：００～２０：００

場

所

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

料

金

無料（展望台への入場料が必要です）

ＭＡＬＴＡ 氏 プロフィール
１９４９年鳥取県倉吉市出身。１９７３年東京藝術大学音楽学部器楽科卒業。
１９８３年デビューアルバム「MALTA」を発表し、１９８７年にはアルバム
「SPARKLING」で第１回日本ゴールド・ディスク大賞に輝く。
１９８８年発売の「HIGH PRESSURE」は、全米でもリリースされ大ヒット。
２００８年、大阪芸術大学教授に着任。
２０１１年「MALTA JAZZ BIG BAND」を結成。「MALTA Hit & Run」、「MALTA ＆
イレブンオーケストラ」、「MALTA 七人のサムライジャズ」など編成の異なる
バンドでも全国各地でコンサートを精力的に行っており、東京藝大客員教授と
して後進プロデュースも行っている。MALTA のオリジナルシリーズとして、毎
年 Atlam レーベルからリリース２０１５年「GRADUATE」、２０１６年「Miracle
Rainbow」、２０１７年「MALTA PLANET」、２０１８年９／１９「MALTA〜Festa
〜」「MALTA〜Like You!〜」２枚同時リリース。

ＪＩＬＬＥ 氏 プロフィール
シンガーソングライター。宮崎県西都市出身。
２０１１年、YouTube にアップしたカバー楽曲が、わずか１カ月で再生数２００万回を
突破し、異例の速さで「I AM GILLE.」でメジャーデビュー。
「第五回香港アジアポップ
ミュージックフェスティバル」に出場。日本人初のグランプリ「スーパーノーバ賞」
、
および「ボーカルパフォーマンス賞」
「ステージパフォーマンス賞」の３冠に輝くとい
う大会初の大快挙を遂げる。本格的に世界を視野に入れ『JILLE』(旧：GILLE)として活
動を開始。西都市ふるさと特命大使に任命され色々な活動に参加、
『HomeTown』を楽曲提
供。日本を代表する豪華客船「飛鳥Ⅱ」での公演、ハワイでのライブ出演・メディア出
演と活動中。２０１９年、３年半振りのオリジナルアルバム「31」をリリース
するほか、アルバムツアー「JILLE The Show To You Live Tour 2019」では、
全国６カ所(東京・広島・愛知・福島・山梨・福岡)で公演予定。
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（３）ＳＫＹＴＲＥＥ ＶＩＥＷ ＳＰＥＣＩＡＬ ＭＵＳＩＣ ＬＩＶＥ
東京の夜景とライティングされた東京スカイツリー ®をバックに Jazz の生演奏を楽しめるライブを
開催します。２０１９年５月にフランスでのパフォーマンスツアーを経て、更に洗練された MASH 弦楽団
による本格派ジプシージャズをお楽しみください。

▲MASH 弦楽団

▲ミニ JAZZ ライブ実施場所（イメージ）
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日

程

９月２３日（月・祝）
、２８日（土）

時

間

１８：００～ / １９：００～（約３０分の演奏）

場

所

東京ソラマチ® イーストヤード３０階 ソラマチダイニング スカイツリービュー

料

金

無料

ＭＡＳＨ弦楽団 プロフィール
２０１７年に結成。弦楽器のみで編成されたジプシージャズバンド。
超絶テクニックと息のあったアンサンブルを特徴としており、日本ではまだ馴染みのないジプシー
ジャズの普及に一役買っている。
国内のフェスやイベントに留まらず、台湾やフランスなど海外での演奏も積極的に行っている。

（４）「ＳＫＹＴＲＥＥ ＲＯＵＮＤ ＴＨＥＡＴＥＲ®」 新プログラムの上映
東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０の窓ガラス（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、夜景を眺めながら迫力ある映像と臨場感溢れる音響を楽しめる「SKYTREE
ROUND THEATER®」では、秋の新プログラムを上映します。日本特有の文化でもあるお月見をテーマに、
時間と場所を超えた様々な日本の名所で中秋の名月を楽しむことができるスペシャルコンテンツです。

▲SKYTREE ROUND THEATER® で上映した過去の秋プログラム（イメージ）
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期

間

９月１日（日）～９月３０日（月）

時

間

１８：４５～

場

所

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

料

金

無料（展望台への入場料が必要です）

/ ２０：１５～（約３分間の上映）

（５）夜空ヨガ
東京スカイツリー®と月を見上げながら、秋の夜長にヨガを楽しめる
イベントを開催します。ヨガインストラクターの指導のもと、初心者・
経験者問わず、心と身体をリフレッシュできるイベントです。
期

間

９月７日（土）、８日（日）、１４日（土）～１６日（月・祝）
、
２１日（土）～２３日（月・祝）
、２８日（土）
、２９日（日）

時

間

第１部 １８：００～１９：００
第２部 １９：３０～２０：３０

場

所

東京スカイツリータウン®８階 ドームガーデン

料

金

無料
※各回定員先着８０名様です。
※ヨガマットなどの敷物は各自でご用意をお願いします。
※気象条件や時間により月を観賞できない場合があります。

▲夜空ヨガ（イメージ）
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また、雨天の場合は中止となることがあります。

東京スカイツリータウン®のお月見スイーツ
（６）SKYTREE CAFE
東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０にある「SKYTREE CAFE」では、お月見イベント期間限定
で「お月見ソフト」を販売します。
「日本百名月」に認定された月を眺めながらお召し上がりください。
「お月見ソフト」６３０円
場所：SKYTREE CAFE（天望デッキ フロア３５０）
期間：９月２日（月）～９月３０日（月）
みたらし団子をイメージした、お月見期間限定の
ソフトクリームです。甘じょっぱいみたらしソースと
白玉はミルク感のあるソフトクリームとベストマッチ。
月とうさぎが可愛いサクサクのふやきと一緒にお召し
上がりください。
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（７）東京ソラマチ®お月見スイーツ

「うさぎまんじゅう」１８３円

「小倉ミルクと抹茶のムース」５４０円

場所：千住宿 喜田家（ タワーヤード２階）
期間：９月１０日（火）～９月２３日（月・祝）

場所：銀座ブールミッシュ（タワーヤード２階）
期間： ８月３０日（金）～９月１３日（金）

じょうよまんじゅう

小ぶりの薯蕷 饅 頭（こしあん）に可愛いうさぎ
の焼印が。赤目の白兎です。
※価格は全て８％の税込です。
※写真はイメージです。内容などが変更になる場合があります。

黄色のマカロンを月に見立てた、お月見をイメージ
したお菓子。器の中はスポンジと小豆ミルクと抹茶
ムースです。

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®
（８）「LIVE in the DARK -w/Quartet-」
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®では、プラネタリウムが映し
出すリアルな星空と、弦楽四重奏の生演奏を同時に楽しむことができる『LIVE in the DARK -w/Quartet-』
を毎週金曜日限定で実施しています。２０１９年６月から、楽曲制作にカワイヒデヒロ氏を迎え、音楽
と演出を新たにした第二弾を上演しております。
弦楽四重奏が奏でる美しいアンサンブルと星空につつまれる“非日常”をお楽しみください。

日

程

２０１９年６月７日（金）～毎週金曜日に実施

時

間

１６：００～ / １８：００～（約４５分の公演）

料

金

三日月シート：８,０００円（税込） ※２名掛け・各回３席限定
一般シート：３,０００円（税込）
※『三日月シート』は一枚のチケット料金に大人二名様分の鑑賞料金を含んでいます。
※イベントの性質上、小学校就学前のお客様のご入場はお断りしております。
※詳細は“天空”公式ホームページ（https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/）にてご確認ください。

以

上

