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2020 年は、根津嘉一郎生誕 160 年没 80 年にあたり、当館では、記念事業とし

て、「東京スカイツリータウン®展」を開催いたします。 

 

近代日本を代表する事業家の一人として名を馳せた根津翁の生涯のなかで、

最も知られている実績のひとつが東武鉄道の経営です。この経営により、事業家・

根津嘉一郎の名は世に広く知られることとなり、後に鉄道王と称されるその第一歩を

踏み出していきます。 

  

今回の企画展では、初代社長を務めた東武鉄道株式会社と東武タワースカイ

ツリー株式会社などの東武グループの象徴となる建造物「東京スカイツリータウン®」

が完成するまでの経緯をはじめ、世界一の高さを誇る自立式電波塔「東京スカイツリ

ー®」の役割を中心に、観光・商業、文化、防災など機能について分かり易くパネル

展示しております。 

 改めて根津嘉一郎を偲ぶとともに、嘉一郎が目指した将来を担う若者への教育、

人材育成と社会貢献などの象徴ともいえる「東京スカイツリータウン®」を多くの皆様

にご覧いただければと思います。 

 

最後になりましたが、本展開催にあたり、多大なるご協力をいただきました東武鉄

道株式会社及び東武タワースカイツリー株式会社の関係者各位に対し、この場を

お借りして深くお礼申し上げます。 

 

令和 2年 2月 22日 

山梨市根津記念館 



東京スカイツリータウン展 会場写真 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



東京スカイツリータウン 年表 
2003年 12月17日 在京放送事業者６社（ＮＨＫ・民放キー局）が６００ｍ級の新タワーを求めて「在京 

６社新タワー推進プロジェクト」を発足 

2004年 12月15日 墨田区・地元関係者が東武鉄道に対し、新タワー誘致の協力要請 

2005年  2月7日 東武鉄道として新タワー事業に取り組むことを放送事業者・墨田区に表明 

3月28日 放送事業者が墨田区押上地区を第一候補に選定都市計画決定（土地区画整理事業区域・

都市計画道路） 

12月7日 土地区画整理組合設立認可（押上・業平橋駅周辺土地区画整理事業） 

2006年  3月31日 墨田・台東エリア（業平橋・押上地区）が新タワー建設地として最終決定 

5月1日 新タワー事業の事業主体となる「新東京タワー株式会社」を設立 

10月10日 新タワーを核とした複合開発事業コンセプト「Rising East Project」を公表 

11月24日 新タワーライティングデザインの事業者案を公表 

2007年  9月   土地区画整理事業の工事に着手（施工面積約６．４ｈａ） 

10月26日 新タワーネーミング公募実施（～11月25日） 

12月11日 在京テレビ6社と新タワーの利用予約契約を締結 

2008年  3月   都市計画決定（地区計画・用途地域変更等） 

4月1日 新タワーのネーミング6案から全国投票を開始（～5月30日） 

6月10日 新タワーのネーミングが「東京スカイツリー」に決定（総投票数110,419票） 

新東京タワー株式会社の社名を「東武タワースカイツリー株式会社」に変更 

7月14日 着工（起工式・安全祈願祭を実施） 

2009年  2月26日 東京スカイツリー  のカラーデザインが決定 

4月6日 東京スカイツリー地上鉄骨工事を開始 

（最初の鉄骨を据え付け、高さ約4ｍ、直径2.3ｍ） 

10月16日 東京スカイツリー塔体の高さを「６３４ｍ」に決定 

ライティングデザイン「粋」「雅」を決定 

2010年  9月29日 東武タウンソラマチ株式会社設立 

10月28日 東京スカイツリーの公式キャラクターを決定（「ソラカラちゃん」「テッペンペン」

「スコブルブル」） 

12月27日 施設の名称が決定（施設全体「東京スカイツリータウン」、商業施設「東京ソラマ

チ」、オフィス施設「東京スカイツリーイーストタワー」） 

2011年  3月18日 東京スカイツリー塔体の高さが最高高さ６３４ｍに到達（１３：３４） 

6月7日 東京スカイツリータウン事業概要発表（開業日、東京スカイツリー展望台入場料金等、 

          東京ソラマチ  出店企業（一部）） 

11月4日 東京スカイツリーのユニフォームデザインを決定 

17日 東京スカイツリーが「世界一高いタワー」としてギネス世界記録™に認定 

22日 東京スカイツリー天望デッキ団体入場券の予約開始 

2012年  2月29日 竣工（3月2日に竣工式を実施） 

3月17日 「業平橋(なりひらばし)駅」が「とうきょうスカイツリー駅」に改称路線愛称名「東

武スカイツリーライン」を導入（伊勢崎線 浅草・押上～東武動物公園間） 

22 日 東京スカイツリー天望デッキ個人入場券の予約開始 

® 

® 



2012年 5月22日 東京スカイツリータウングランドオープン 

（東京スカイツリーは、7月10日までの50日間は完全予約制。個人入場券は日時指定券

（抽選方式により販売）のみの販売。） 

6月21日 東京スカイツリー累計来場者数約４０万人（開業１か月） 

東京スカイツリータウン累計来場者数約５８１万人（開業１か月） 

7月11日 東京スカイツリー通常営業開始（当日券の販売を開始、インターネット予約(事前購入）

は先着順による販売となる） 

22日 東京スカイツリータウン累計来場者数１，０００万人（開業５９日目） 

8月1日 東京スカイツリー累計来場者数１００万人（開業７２日目） 

29日 東京スカイツリー天望回廊用エレベーター「天望シャトル」において夜間 

における照明演出「天望シャトルアップライト」を開始（開業１００日目） 

2013年 2月28日 東京スカイツリー累計来場者数５００万人（開業２８３日目） 

5月14日 東京スカイツリータウン累計来場者数５，０００万人（開業３５８日目） 

20日 東京スカイツリー累計来場者数６３４万人（開業３６４日目） 

21日 東京スカイツリー累計来場者数約６３８万人（開業１年） 

東京スカイツリータウン累計来場者数約５，０８０万人（開業１年） 

31日 在京放送事業者６社（ＮＨＫ・民放キー局）本放送開始（９：００） 

12月6日 東京スカイツリー累計来場者数１，０００万人（開業５６４日目） 

2014年 9月17日 東京スカイツリータウン累計来場者数１億人（開業８４９日目） 

2015年 2月19日 東京スカイツリー訪日外国人旅行者専用の入場券「Fast SkytreeTicket」を販売開始 

5月1日 訪日外国人観光客向け無料公衆無線ＬＡＮサービス「ＴＯＢＵ ＦＲＥＥ 

Ｗｉ－Ｆｉ」を提供開始 

11月9日 東京スカイツリー累計来場者数２，０００万人（開業１，２６７日目） 

2016年 3月18日 東京スカイツリー演出空間「SKYTREE ROUND THEATER 」をオープン 

7月1日 「東京スカイツリー  ＶＲ」を開始 

2017年  3月2日 東京スカイツリータウンが東京都環境確保条例における「トップレベル事業所」に認定 

5月18日 東京スカイツリーライティング「幟」を点灯開始 

6月30日 東京ソラマチファッションゾーンリニューアル（～7月28日・13店舗） 

9月7日 東京ソラマチファッション＆スィーツテナントリニューアル 

（～10月20日・19店舗） 

10月8日 東京スカイツリータウン累計来場者数２億人（開業１，９６６日目） 

11月29日 免税手続き一括カウンター「TAX REFUND COUNTER」オープン 

2018年 1月26日 東京スカイツリー累計来場者数３，０００万人（開業２，０７６日目） 

3月16日 東京スカイツリー５階出口フロアをリニューアルオープン 

5月22日 東京スカイツリー展望台に郵便ポスト「スカイツリー ポスト」を設置 

東京スカイツリー展望台から見える眺望をガイドするスマートフォンアプリ 

「TOKYO SKYTREE PANORAMA GUIDE」を配信開始 

2018年 10月16日 東京スカイツリー展示エリア「SKYTREE GALLERY」が誕生 

10月23日 東京スカイツリーの高さ１５５ｍ地点の屋外を見学できるガイドツアー 

「SKYTREE TERRACE TOURS」を開始 

2020 年 6 月 18日 浅草～東京スカイツリータウン間に「東京ミズマチ」が開業 
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高さ634mに到達するまでの道のり（撮影協力：東武ホテルレバント東京） 

2009年4月6日最初に据え付けた鉄骨（約4ｍ） 
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2009年11月10日高さ200m超え（高さ205ｍ） 
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2010年2月16日高さ300m超え（高さ303ｍ） 
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2010年7月30日高さ400m超え（高さ408ｍ） 
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2010年12月1日高さ500m超え（高さ511ｍ） 
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2011年3月18日高さ634mに到達 
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東京スカイツリー のライティング 
■ 過去と未来をつなぎ、みんなの心に届く光でありたい 
アジア57％ アジア53％ アジア55％ 

江戸で育まれてきた心意気の「粋」と、

美意識の「雅」、賑わいの「幟」という

3つのライティングが1日毎に交互に現れ

る新しいスタイルのライティングで、今

日に続く明日、明日の先に続く未来を表

現。随所に江戸の原風景を継承するデザ

インを取り入れることで、タワーの立つ

下町の歴史文化を表します。 

 

 

 

 

® 
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粋（いき） 
 

心意気を示す「粋」。 

 

隅田川の水をモチーフとした淡いブルーの光

でタワーを貫く心柱を照らし出す。大地から

力強く立ち上がり、隠さないで中を見せるイ

メージからは、気風の良さや潔さを感じさせ

る。 

 

 



 

 



雅（みやび） 
 

美意識を示す「雅」。 

 

鉄骨の細かな構造体を衣に見立て、優雅で気

品あるイメージを表現。テーマカラーである

江戸紫と、金箔のようなきらめきのある光が

多彩な動きのある光の演出を行う。 

 



 ©TOKYO-SKYTREE 



幟（のぼり） 
 

賑わいと活気のある場所に必ず登場した

「幟」。 

 

古来より縁起の良い色とされてきた橘色（た

ちばないろ/橙）を基調とし、縦のラインで

3つの面に区切られ垂直性を強調したデザイ

ンで、東京全体を盛り上げていく。 

※2017年5月18日開業5周年を機に登場 
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明花 
 

「明るい未来」をテーマに地元墨田区の小学

生から募集して作成したライティングデザイ

ン。太陽の光が降りそそぎ、種がまかれ、芽

吹き、芽が開き、色とりどりの5種類の花が

咲く。 
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キャンドルツリー 
 

揺らぎながらも力強く燃え続けるキャンドル

の炎をイメージしたクリスマスのライティン

グデザイン。 

 

 

 

 

 



 ©TOKYO-SKYTREE 



舞 
 

桜の花びらが舞う美しさを表現したライ

ティング。 

ピンク色の濃淡で彩られ、桜の花びらの

ように白色の交点照明がきらめく。 
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ラブリーショコラ 
 

バレンタインのライティングデザイン。

カラフルなチョコの組み合わせで元気さ

やポップさを表現。 

 

 

 

 



 

■ 地域の調和と環境に

配慮したオールLED化 
最先端の照明器具を駆使し、美しさと省エネ

ルギーを両立するため、合計2,075台の照

明器具とそれらを高速制御するLEDシステ

ムによる“ オールLED 化”によって従来

と比べ最大約43％の省エネ化を実現してい

ます。 
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