
【―般の方のお問い合わせ】

東京ソラマチコールセンター ＴＥＬ ０５７０－５５－０１０２（１０：００～２１：００)

東京スカイツリーコールセンター ＴＥＬ ０５７０－５５－０６３４ （９：００～２０：００)

東京スカイツリータウン®では、２０１９年７月１２日（金）～９月１日（日）の期間、夏休みの自由

研究にぴったりの楽しく学びながら遊べるイベントを集めた「東京スカイツリータウン®夏のフェスタ

SUMMER FIELDWORK」を開催します。

昆虫や恐竜、宇宙、科学にまつわる施設やイベントなどを楽しく回ってスタンプを集めるとプレゼントが

貰える「スタンプラリー」の実施や本格的な絵の描き方を教えてもらう特別絵画教室、だるまのデコレーション

などを体験する１３の「ワークショップ」を開催します。このほか、東京ソラマチ®では、昆虫や恐竜、

アニマルをモチーフにした見た目も楽しいグッズやメニュー、ドリンクなどを販売します。

東京スカイツリー®では、７月１８日（木）～１０月１４日（月・祝）の期間、『FIRST BEAGLE IN

SKYTREE® ! ｰアストロノーツスヌーピーと宇宙を知ろうｰ』を開催。夏休みの自由研究におすすめの

ワークショップや宇宙について学べるスペシャルイベントを実施します。ぜひこの機会に、東京スカイツリー

タウンにお越しいただき、夏の自由研究にお役立て下さい。
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最新情報

東京スカイツリータウン初の“夏休みの自由研究”イベントを開催

楽しく学びながら遊べる夏のイベントが目白押し！

「東京スカイツリータウン® 夏のフェスタ SUMMER FIELDWORK 」

２０１９年７月１２日（金）～9月1日（日）

©大昆虫展実行委員会



※実施期間や営業時間などは変更になる可能性があります。TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER

「東京スカイツリータウン® 夏のフェスタ SUMMER FIELDWORK」

SUMMER FIELDWORK スタンプラリー

実施期間：７月２０日（土）～９月１日（日）
営業時間：１０：００～１８：００（会期中毎日）１８：３０～２１：００（金・土曜日限定）

「スポーツ」をテーマに飛び抜けたスポーツ能力を持つ昆虫＝スポ昆を展示するほか、例年よりも
たくさんのカブトムシと触れ合える「ふれあいの森」やナイト営業を金・土に開催。金曜日の夜
限定で「昆虫食教室」も開催します。

大昆虫展 in 東京スカイツリータウン® ～みんなで応援！昆虫メダリスト～
（イーストヤード５階 スペース６３４）

千葉工業大学 東京スカイツリータウン®キャンパス
（イーストヤード８階）

郵政博物館
（イーストヤード９階）

すみだ水族館
（ウエストヤード５・６階）

営業時間：１０:３０～１８：００

小惑星探査機「はやぶさ2」実物大模型の展示や、ロボット、人工知能研究を応用した最先端の
科学技術による体感型アトラクションゾーンです。ARを利用したビジュアルゲームや人のふるまい
をとらえる３Dセンサーの体験、ロボット操縦シミュレーションも挑戦できます。

営業時間：１０：００～１７：３０ ※最終入場は１７：００

「心ヲツナグ 世界ヲツナグ」をコンセプトに、楽しく郵便や通信のことが学べる博物館。日本
最大約３３万種の切手や郵政と通信の関係資料約４００点を展示しています。夏休みファミリー
イベント「猫のダヤンのなぞとき迷路」では、ダヤンの物語の中の迷路に隠された謎を解きながら
部屋を進んでいく、大人も子どもも楽しめるエンターテイメントイベントを開催します。
※「猫のダヤンのなぞとき迷路」は、６月２９日（土）～９月２３日（月・祝）開催

営業時間：９：００～２１：００ ※最終入場は２０：００

ペンギンやオットセイなど、約260種の生き物を間近に見られる屋内型水族館。７月１２日（金）
からは、昭和の雰囲気漂うレトロな展示空間で金魚鑑賞に浸ることができる「東京金魚ワンダー
ランド2019」を開催します。床の映像の上を歩くと水面のように波紋が広がるインタラクティブ
な演出も取り入れ、新しい金魚鑑賞体験を楽しめます。
※「東京金魚ワンダーランド２０１９」は、７月１２日（金）～１０月３１日（木）開催

©AI/WL

東京スカイツリータウン®では、生き物や宇宙、科学について学ぶことができる、夏休みの自由研究に
ぴったりな施設やイベントなどを楽しく回ってスタンプを集める「SUMMER FIELDWORK スタンプラリー」
を開催します。スタンプは、大昆虫展や郵政博物館、東京スカイツリー®などの８カ所と、ワークショップ
のいずれかに参加すると貰うことができ、３つ以上のスタンプを集めると、プレゼント引換店舗の
どちらか１店舗でシールやクリアファイルなどのプレゼントが貰えます。
※プレゼントはお店によって異なります。 ※スタンプ設置場所は有料エリア外です。

実施期間：７月２０日（土）～９月１日（日）
時 間：施設やイベントにより異なります。
プレゼント引換期間：７月２０日（土）～９月１日（日）
プレゼント引換時間：１０：００～２１：００
プレゼント引換店舗：パーティリコ、リラックマストア、プラレールショップ、トミカショップ、ジャンプ

ショップ、NHKキャラクターショップ、Hello Kitty Japan、ウルトラマンワールドM78

スタンプポイント

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®

（イーストヤード７階）

営業時間：土日祝日９：３０～２１：００ / 平日１０：３０～２１：００
（夏休み期間７月２０日（土）～９月１日（日）は９：３０～）

日常を離れた幻想的な空間と星空の感動が味わえるプラネタリウム。７月２０日（土）からは、
夏休み限定「ちびまる子ちゃん」のプラネタリウムを上映。お馴染みのキャラクターたちとともに
地球の不思議を探求する完全オリジナルのストーリーを展開します。
※「ちびまる子ちゃん」は、７月２０日（土）～９月１日（日）上映時間：土日祝日１１：００回
平日１０:００回、１２:００回

©さくらプロダクション/日本アニメーション
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※価格は全て８％の税込です。実施期間や営業時間などは変更になる可能性があります。TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER

ジュラシックランド

昨年、東京ソラマチ®で大好評を博した恐竜イベントを今年も期間
限定で開催します。まるで本物のように動く恐竜ロボットに乗って
記念撮影ができるコーナーや本物の化石を探せるイベントなど体験
型コンテンツが盛りだくさんです。また、恐竜王国ふくいの恐竜
ブランドキャラクター「ジュラチック」も登場します。この夏は大人
も子供も夢中になる恐竜の魅力を堪能してください。
※「ジュラシックランド」は、スタンプラリーのスタンプポイントです。

▲恐竜ロボット（昨年の様子）

実施期間：８月２日（金）～８月１８日（日）
時 間：１０：００～２１：００
場 所：東京ソラマチ イーストヤード４階 特設会場
料 金：無料 ※体験イベントは有料

「東京スカイツリータウン® 夏のフェスタ SUMMER FIELDWORK」

J:COM Wonder Studio
（イーストヤード５階）

営業時間：１０：００～２１：００

J:COMの最新サービスを、イベントやアトラクションを通じて楽しく体験できるブースでは、今年
も子供達の大好きな恐竜が登場します。巨大なトリケラトプスのバルーン展示や、恐竜番組の
上映会、恐竜検定クイズラリーを開催します。
※「恐竜WEEK」は、７月２２日（月）～７月２８日（日）１１：００～１７：００開催

東京ソラマチ KIDS WORKSHOP

本格的な絵の描き方を教えてもらう特別絵画教室やだるまをデコレーションする体験教室など、子供の
夏休みの自由研究にぴったりな、１３のワークショップ開催します。ぜひお立ち寄りください。
※「ワークショップ」は、スタンプラリーのスタンプポイントです。

爆笑似顔絵商店
夏休み特別絵画教室
（イーストヤード３階 特設会場）

絵画指導インストラクターにポーズの
ついた人の身体や背景の描き方のコツ
を教えてもらえます。

貴和製作所
UVレジンで作るにこちゃんキーホルダー
（イーストヤード３階）

夏休みの思い出になるキラキラのかわいい
キーホルダーが作れます。

私の部屋
Let’s Make a Happy daruma

～はっぴーだるまをつくろう！～
（イーストヤード１階）

絵を描いたり、ビーズやリボンなどで
デコレーションして、世界で１つだけのだ
るまを作れます。

実施期間：８月１日（木）、２日（金）
時 間：１１：００／１４：００

１６：００
定 員：各回８名
料 金：２,７００円
対象年齢：４～１２歳

実施期間：７月２７日（土）、３０日（火）
８月３日（土）、６日（火）、２４日（土）

時 間：１０：３０／１１：１５
１２：００／１２：４５

定 員：各回６名
料 金：１,０００円
対象年齢：小学生以上（対象年齢未満は保護者同伴）

実施期間：８月１日（木）、２日（金）、3日（土）
時 間：１２：００～１８：００
料 金：１,０００円
対象年齢：５歳以上

要予約 要予約

※写真はイメージです。

Credit: Discovery Communications

東京スカイツリー®

（タワーヤード１階 団体フロア）

営業時間：8：００～２２：００

２０１８年１０月に誕生した「SKYTREE GALLEY」は、東京スカイツリーの構造や成り立ちなど
の豆知識を東京スカイツリー公式キャラクター ソラカラちゃん、テッペンペン、スコブルブルと
楽しく学べる展示エリアです。東京スカイツリーの最頂部６３４ｍにある避雷針を実寸大で再現
した展示物は必見！夏休みの自由研究に役立つ内容が盛りだくさんです。

©TOKYO-SKYTREE
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スタンプポイント



※価格は全て８％の税込です。販売期間などは変更になる可能性があります。TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER

子供甚平 恐竜図鑑 ￥５,４００（１００cm）

￥５,１８４（９０cm）

まめぐい（イーストヤード４階）

販売期間：７月１２日（金）～９月１日（日）

お子さまに人気の恐竜柄の甚平は、吸水性が良く乾きの早い
綿晒。汗をかくお子様に最適です。お使いいただくほどに
柔らかくなり、肌に馴染みます。

ナスで昆虫採集 ￥１,０２６
小松庵総本家（イーストヤード７階）

販売期間：７月１２日（金）～９月１日（日）

なすに集まる昆虫たちをイメージした田楽。見て触って

食べて楽しめる一品です。

恐竜ソーダ ￥４８０
アマラ デリ（ウエストヤード２階）

販売期間：７月１２日（金）～９月１日（日）

涼しげなエメラルドグリーンのソーダーの海でプカプカ遊ぶ

恐竜の夏休みをイメージしたドリンクです。

海獣（かいじゅう）カレー ￥ ７７７
BEER&SPICE SUPER"DRY"（イーストヤード３０階）

販売期間：７月１２日（金）～９月１日（日）

ブルーのカレーの海に泳ぐ動物をかたどったサフランライスを

添えた小学生以下の限定メニュー。泳ぐ動物は数種類ご用意

しました。バタフライピーティー付きです。

恐竜リュック ￥２,５９２
パーティ リコ（イーストヤード１階）

販売期間：７月１２日（金）～９月１日（日）

お子さまから大人まで大人気の恐竜をモチーフにしたリュック

サック。外国のお客様から人気があります。

夜空の恐竜タルト ￥５９９（１カット）
キル フェ ボン（イーストヤード２階）

販売期間：７月１２日（金）～９月１日（日）

子どもたちに大人気の恐竜をモチーフにした「楽しい」
新作タルト。プレーン・ココア・抹茶の3種類のスポンジを
重ね、恐竜が眠る地層をイメージしました。ザクザク、ふわ
ふわ、しっとりと、1つのタルトで様々な食感が楽しめます。

ソラマチ
限定
ソラマチ
限定

各日
限定
20食

©KAMAWANU

ソラマチ
限定

ソラマチ
限定
ソラマチ
限定

ソラマチ
限定

「東京スカイツリータウン® 夏のフェスタ SUMMER FIELDWORK 」
GOODS＆MENU

東京ソラマチ®では、昆虫や恐竜、アニマルをモチーフにした見た目も楽しいグッズやメニュー、ドリンク
などを販売します。



※価格は全て８％の税込です。日程や時間などは変更になる可能性があります。TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER

『FIRST BEAGLE IN SKYTREE ® ！

-アストロノーツスヌーピーと宇宙を知ろう-』

初めてコミックに登場してから今年３月で５０年を迎えたアストロ
ノーツ（宇宙飛行士）のスヌーピーと東京スカイツリーがコラボ
レーションしたイベント『FIRST BEAGLE IN SKYTREE® ! -アストロ
ノーツスヌーピーと宇宙を知ろう-』を開催します。

地上４５０メートルの天望回廊を「宇宙ステーション」に見立て、
スヌーピーと仲間たちと一緒に楽しみながら宇宙について学ぶことが
できます。展示演出やフォトスポットをはじめ、限定のオリジナ
ル グ ッ ズ や カ フ ェ メ ニ ュ ー 、 さ ら に 、 宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構
（JAXA）の職員による特別講演会や望遠鏡を作るワークショッ
プなどを開催します。
期 間：７月１８日（木）～１０月１４日（月・祝）
場 所：東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊

※東京スカイツリー展望台への入場でご覧いただけます。
内 容：①天望回廊での館内装飾

②「THE SKYTREE SHOP」での限定オリジナルグッズの販売
③天望デッキ フロア３４０「SKYTREE CAFE」での

限定オリジナルカフェメニューの販売
④館内をまわるスタンプラリーの開催
⑤アストロノーツスヌーピー 特別グリーティング
⑥特別ライティングの点灯
⑦スペシャルチケットの販売
⑧宇宙航空研究開発機構（JAXA）の職員による特別講演会の開催
⑨望遠鏡を作るワークショップの開催 © 2019 Peanuts Worldwide LLC ©TOKYO-SKYTREE

▲キービジュアル

東京スカイツリー®の夏休みイベント

スカイツリーで学ぼう！宇宙のふしぎ☆

ワークショップ 「夏の自由研究応援！ 手作り望遠鏡を作ってみよう」 supported by Vixen®

▲「手作り望遠鏡」完成イメージ

▲作成の様子（イメージ）

宇宙航空研究開発機構（JAXA）職員による特別講演会を開催。宇宙や宇宙飛行士について学べる夏休みの
自由研究にぴったりのスペシャルイベントです。

日 程：８月２３日（金）
時 間：１０：３０／１４：００

※各回約３０分
場 所：天望デッキ フロア３５０
料 金：無料 ※天望デッキへの入場料が必要です。
協 力：宇宙航空研究開発機構（JAXA）

ペンとスヌーピーのシールを使って望遠鏡を手作りできるワークショップを開催します。ワークショップ
後は、東京スカイツリーの展望台から自分で作った望遠鏡で遠くの景色を観察することができます。夏休み
の自由研究にもおすすめのワークショップです。

日 程：８月８日（木）
時 間：１０：００／１１：１５／１３：００

１４：１５／１５：３０
※各回４５分

場 所：東京スカイツリー１階 団体東ロビー
定 員：各回３０名

※各回４５分前から受付開始
※定員になり次第受付を終了します。

料 金：５００円+展望台入場料
※同伴者は展望台入場料のみ頂きます。
※ワークショップ終了後は展望台へご案内します。

協 力：株式会社 Vixen


