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六本木ヒルズ展望台「東京シティビュー」では、都心で東京の煌めく夜景とともに、どなたでも気軽に星空観察を

楽しめるイベント「六本木天文クラブ」を毎月第４金曜日に定期開催しています。この度、天文クラブが設立され

た 2009年より累計10万人を超える皆様にご参加いただいたことを記念して、ゴールデンウィークを中心に「ゴー

ルデンウィーク特別星空観察会」と、2 年 2 か月ぶりに火星が地球に最接近する 5/31（火）に、「スーパーマー

ズ観察会」を初開催します。 

 

 

 
 

 ゴールデンウィーク  「ゴールデンウィーク特別星空観察会」 

気候がよくなり、天体観測に適したゴールデンウィークに、星空観察会を開催します。六本木ヒルズ森タワー屋上

「スカイデッキ」で、夜空に輝く木星や季節の星を天文の専門家とともに探します。 

日 時：4/29（金・祝）、4/30（土）、5/1（日）、5/3（火・祝）、5/4（水・祝）、5/5（木・祝） 19：00～21：00 

※雨天・曇天時は中止となります。  

＊5/5（木・祝）「こどもの日」は、子供（4歳～中学生） がスカイデッキ入場料を含め入場無料。 
 

 火星最接近  「スーパーマーズ観察会」  

2 年 2 か月ぶりに起こる地球との最接近の日に観察会を行います。遠く離れると見えない火星の表面の様子を、

望遠鏡を使って観察します。火星の近くには土星や同じ赤色に光るさそり座の一等星アンタレスもあり、明るい

3つの星が並んでいる様子は肉眼でも美しく楽しめます。観察会は天文の専門家の解説つきです。 

日 時：5/31（火） 19：00～21：00 ※雨天・曇天時は中止となります。  

＜観察会 開催概要＞ 

場所： 東京シティビュー「スカイデッキ」（森タワー屋上） 

料金： 無料  

（ただし、スカイデッキまでの入場料（一般 2,300円）が必要。年間パスポートをお持ちの方は無料。） 

参加方法： 時間内に「スカイデッキ」へお越しください。 

お問合せ： TEL 03-6406-6652（東京シティビュー） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016 年 4 月 28 日 

森ビル株式会社 

＜今年の GWは、“都内で最も空に近い場所”六本木ヒルズ展望台で天体観察を楽しもう＞ 

参加者累計 10万人突破記念！大人気“惑星観察会”など GW 中心に特別開催 

5/31は火星が地球に最も接近する日！“スーパーマーズ”観察会も初開催  

≪参加者累計 10万人突破記念！≫ 

ゴールデンウィークは惑星観察のチャンス！5月は観察会を全7回開催 

[本件に関するお問合わせ] 
       株式会社 プラップジャパン / 中野・蒲原・須藤 

TEL : 03-4580-9101  FAX : 03-4580-9127  MAIL : pr.roppongi-hills@ml.prap.co.jp 

森ビル株式会社 東京シティビュー広報担当 /千葉・平田    

 

 

【東京シティビュー 基本情報】 

[開館時間 ] 平日および休日 10:00～23:00(最終入館 22:30) 金・土・休前日 10:00～25:00（最終入館 24:00） 

スカイデッキ    11:00～20:00（最終入場 19：30） ＊荒天時はクローズ 

[入 館 料 ] 一般 1,800円、シニア（65歳以上）1,500円、高校・大学生 1,200円、4歳～中学生 600円 

 ＊スカイデッキは別途 500円（4歳～中学生は 300円）が必要になります。 

 ＊5/5（木・祝）「こどもの日」は子供（4歳～中学生）が無料。 

 ＊5/18（水）「国際博物館の日」は、一般入館料 1,800円が 1,500円に割引。 

[お問い合わせ先]  TEL：03-6406-6652 

[住    所] 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階／屋上 
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海抜 270 メートルに位置する屋上「スカイデッキ」では、都心で空に一番近い屋外展望台という最高のシチュエーション

から、360 度遮るものがなく東京の空を広く見渡すことができます。星は見えないと思われがちな明るい都心で宇宙や天

文を身近に感じていただくことができる都心随一のロケーションです。「六本木天文クラブ」の星空観察会では、普段入

ることのできないヘリポートに本格的な天体望遠鏡が設置され、天文の専門家のレクチャーとともにビギナーから天文ファ

ンまで星空鑑賞を楽しめます。 

 

こうした理由から、世界最大の旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」の口コミで選ぶ『行ってよかった！日本の展望スポ

ット 2015』にて第 2 位、『外国人に人気の日本観光スポット 2015 トップ 30』に選出され、「六本木天文クラブ」の参

加者数も累計 10 万人を突破しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六本木天文クラブとは？ 

「六本木天文クラブ」は、海抜 270m、関東随一の高さを誇る屋上展望台「スカイデッキ」（六本木ヒルズ森タワー屋上）での星空観

察会や、天文に関するセミナー・ワークショップなど、六本木ヒルズ展望台 東京シティビューで開催される天文イベントの総称です。 

■参加者の約 7 割が女性、星空セミナー参加者の 95％以上の方が「また参加したい」と回答 （※1）  

『六本木天文クラブ』は特別な会員組織ではなく、一年を通じて行うイベントにはどなたでも参加

可能です。参加者の約 7 割が“女性”で、会社員の方も多く、仕事帰りやデートに、また家族での

お出かけにお子様とご一緒にでもお気軽にお楽しみいただけます。 

2012 年に金環日食が世紀の天体ショーとして話題になり、“宙
そ ら

ガール”※2という言葉が広まりました。ま

た、2013 年は、「パンスターズ彗星」や「アイソン彗星」、2014 年には「皆既月食」が、そして 2016 年

は「部分日食」などが大きな話題となり、天文ブームが続いています。 

六本木天文クラブでは、星空や宇宙の楽しみ方を教えてくれる星空案内人「星のソムリエ」の資格を取得できる認定講座なども開催し

ています。今後、展覧会や、クリスマス等の季節イベントとコラボレーションしたイベントなども企画していく予定です。 
 

（※1） 2015 年度参加者アンケートより  

（※2） 「宙ガール」は株式会社ビクセンの登録商標です。© 1997-2014 VIXEN CO.,Ltd All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

晴れた日にスカイデッキから見える星 【星空観察会】望遠鏡にカメラを当てて撮影した月                星空観察会の様子 

星空観察会の様子 

飯島さんの写真に 

変更 

◆10万人が訪れた“都会の星の聖地” 
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六本木天文クラブは、2016 年も多数のイベントをご用意しています。 

 

 天文現象や季節の風物詩の観察会 

海抜 270 メートル、360 度遮るものがなく東京の空が広がる「スカイデッキ」で、月や星を観察することができる、大人気の観察

会を今年も展開します。毎月第 4 金曜日に行っている「星空観察会」のほか、7 月 7 日（木）「七夕特別星空観察会」、9 月

15 日（木）「中秋の名月観月会」なども開催を予定。さらに、今年は新たに、昨年話題になった 1 年で月が最も地球に接近す

る 11 月 14 日（月）「普段よりちょっと大きな満月を愛でる会（スーパームーン）」などもお楽しみいただけます。 

 

 天文セミナー 

天文の専門家“星のソムリエ”である泉水朋寛氏による天文セミナーを毎月第 4 金曜日に実施します。また、誰でも簡単に、

星空や宇宙の楽しみ方を教えてくれる星空案内人「星のソムリエ」の資格を取得できる講座もご用意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「六本木天文クラブ」2016年度イベントスケジュール 

六本木天文クラブ　2016年度スケジュール

日程 時間 場所 タイトル

4/29 金・祝 19：00～21：00 スカイデッキ ゴールデンウィーク　特別星空観察会

4/30 土 19：00～21：00 スカイデッキ ゴールデンウィーク　特別星空観察会

5/1 日 19：00～21：00 スカイデッキ ゴールデンウィーク　特別星空観察会

5/3 火・祝 19：00～21：00 スカイデッキ ゴールデンウィーク　特別星空観察会

5/4 水・祝 19：00～21：00 スカイデッキ ゴールデンウィーク　特別星空観察会

5/5 木・祝 19：00～21：00 スカイデッキ ゴールデンウィーク　特別星空観察会

5/27 金 19：00～20：00 3Fプレゼンルーム 星空セミナー（5月）

5/27 金 19：00～21：00 スカイデッキ 星空観察会（5月）

5/31 火 19：00～21：00 スカイデッキ スーパーマーズ観察会（火星接近）

6/21 火 20：00～22：00 スカイデッキ ライトダウンキャンペーン星空観察会（夏至）

6/24 金 19：00～20：00 3Fプレゼンルーム 星空セミナー（6月）

6/24 金 20：00～22：00 スカイデッキ 星空観察会（6月）

7/7 木 20：00～22：00 スカイデッキ 七夕特別星空観察会

7/22 金 19：00～20：00 3Fプレゼンルーム 星空セミナー（7月）

7/22 金 20：00～22：00 スカイデッキ 星空観察会（7月）

8/4 木 19：00～20：00 3Fプレゼンルーム ペルセウス座流星群解説セミナー

8/9 火 20：00～22：00 スカイデッキ 伝統的七夕特別星空観察会 

8/26 金 19：00～20：00 3Fプレゼンルーム 星空セミナー（8月）

8/26 金 19：00～21：00 スカイデッキ 星空観察会（8月）

9/15 木 19：00～21：00 スカイデッキ 中秋の名月　観月会

9/23 金 19：00～20：00 3Fプレゼンルーム 星空セミナー（9月）

9/23 金 19：00～21：00 スカイデッキ 星空観察会（9月）

10/28 金 19：00～20：00 3Fプレゼンルーム 星空セミナー（10月）

10/28 金 19：00～21：00 スカイデッキ 星空観察会（10月）

11/14 月 19：00～21：00 スカイデッキ 普段よりちょっと大きな満月を愛でる会（スーパームーン）

11/25 金 19：00～20：00 3Fプレゼンルーム 星空セミナー（11月）

11/25 金 19：00～21：00 スカイデッキ 星空観察会（11月）

12/14 水 19：00～22：00 スカイデッキ ふたご座流星群観察会

12/23 金・祝 19：00～20：00 3Fプレゼンルーム 星空セミナー（12月）

12/23 金・祝 19：00～21：00 スカイデッキ 星空観察会（12月）

1/27 金 19：00～20：00 3Fプレゼンルーム 星空セミナー（1月）

1/27 金 19：00～21：00 スカイデッキ 星空観察会（1月）

2/24 金 19：00～20：00 3Fプレゼンルーム 星空セミナー（2月）

2/24 金 19：00～21：00 スカイデッキ 星空観察会（2月）

3/24 金 19：00～20：00 3Fプレゼンルーム 星空セミナー（3月）

3/24 金 19：00～21：00 スカイデッキ 星空観察会（3月）

＊青色は特別イベント 
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2013 年 4 月から毎月第 4 金曜日を「六本木天文クラブの日」とし、月に 1 度、定期イベントを開催しています。天文の専門家“星のソムリエ”である

泉水朋寛氏による天文セミナーと、「スカイデッキ」（六本木ヒルズ森タワー屋上）での星空観察会をお楽しみいただけます。 

＜2016 年度 定期開催イベント＞ 

星空観察会＆「星のソムリエによる天文ニュースと翌月の星空解説」セミナー 

 ■日時：毎月第 4 金曜日 星空観察会 19：00～21：00 ／ セミナー 19:00～20:00 

※6/21、6/24、7/7、7/22、8/9 の星空観察会は、スカイデッキ営業時間延長に伴い 20：00～22：00 開催 

 ■場所：［セ ミ ナ ー］ 森タワー3F プレゼンテーションルーム  ［星 空 観 察 会］ 森タワー屋上「スカイデッキ」 

 ■料金：［セ ミ ナ ー］ 2,300 円（星空観察会も参加可、年間パスポート所有者は 500 円）  

［星 空 観 察 会］ 無料（ただし、スカイデッキまでの入場料（一般 2,300 円）は必要）  

※セミナーは東京シティビューHP から申し込み（http://www.roppongihills.com/tcv/jp/）の上、抽選となります。 

※星空観察会は荒天時、予告なく中止となる場合があります。 

 

 

豊かな知識と経験からおいしいワインを選んでくれるソムリエのように星空や宇宙の楽しみ方を教えてくれる星空案内人「星のソムリエ」。六本木

天文クラブでは、2014 年に毎月の天文セミナー講師を担当している星空の専門家・泉水朋寛氏が持つこの「星のソムリエ」の資格を取ること

ができる講座を開催しました。 

この講座では初心者でも分かりやすい講義・実技を行います。所定の講座受講と単位取得（試験合格）により、「星のソムリエ」の資格を取る

ことができます。「星のことにさらに詳しくなりたい！」「友人ともっと星空を楽しむための知識を身につけたい！」という方にぴったりの講座です。

2016 年は秋頃に開講予定です。 
 
星のソムリエとは？ 

豊かな知識と経験からおいしいワインを選んでくれるソムリエのように、 星空や宇宙の楽しみ方を教え

てくれるのが星空案内人「星のソムリエ」です。山形大学が商標登録する「星空案内人」資格の愛

称。資格をとれば科学館や学校、地域のボランティアとして星空や宇宙の楽しみ方を教えることができ

る知識が身につく。プライベートで楽しむための知識は身につけたいが、教えるまでは…という方向けに

準案内人という資格もあります。 

資格の種類（資格を取るとどうなるの？） 

星空案内人（準案内人） ひととおりの勉強が終わった段階の資格 

星空案内人 実際の星空案内などの活動がはじめられる段階の資格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京シティビューでは、登録したその日から 1 年間何度でも「東京シティビュー」「森美術館」「スカイデッキ」にご入館可能な「森美術館＋東京

シティビュー パスポート」を販売しております。お得な年間パスポートに六本木天文クラブのデザインもラインナップ。六本木天文クラブイベントの

割引特典もあります。よりお得に、より身近に六本木天文クラブをお楽しみいただけます。  

■価格：6,000 円 

■有効期限： 発行日から 1 年間 

■販売場所： 森美術館・展望台チケットカウンター（六本木ヒルズ森タワー3F） 

 

 

 

 

≪講師プロフィール≫ 

泉水朋寛 （せんすい ともひろ） ／ 星のソムリエ® ／ アストロアーツ  

2005 年より 1 年間ニュージーランドにて星空ガイド等を務める。  

2008 年に「星のソムリエ®みたか」に認定される。趣味は甘いもの全般。 

 

メディア出演等： 

フジテレビ「知りたがり！」、東京 FM「シンクロノシティ」、JFN「flowers」、横浜 Walker、 

JR 東日本「中央線が好きだ」ポスター、mon-age など 

お得な「森美術館＋東京シティビュー パスポート」 六本木天文クラブデザイン 

六本木天文クラブ デザイン  

毎月第 4 金曜日は「六本木天文クラブの日」 

 

参考資料 

*記載の価格は全て税込表記 

*記載の価格は全て税込表記 

屋上「スカイデッキ」での観察会の様子（イメージ） 

六本木天文クラブ 「星のソムリエ」資格認定講座 ～ロマンチックな資格“星のソムリエ”になろう！～ 

■特典：① 一年間何度でも、「森美術館」「東京シティビュー」「スカイデッキ」に入館可能 
（通常一般1,800 円、スカイデッキは別途500 円） ※森美術館は展示替えにより閉館している場合はあります 

② 混雑時の優先入場  ※専用カウンターをご利用ください。 
③ お連れのお客様の入館料割引 

※同伴者は一般 5 名様まで優待料金（1,500 円）でご入館いただけます。 
※スカイデッキは別途 500 円 

④ ミュージアムショップ、「Museum Cafe & Restaurant THE SUN & THE MOON」のお会計が 10％OFF 
※一部対象外商品あり。 
 

■講師 「星のソムリエ」 泉水朋寛氏 

http://www.roppongihills.com/tcv/jp/

