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六本木ヒルズ展望台では、屋外屋内それぞれで、景色とともにお楽しみいただける夏ならではの企画を実施いたします。 
 
六本木ヒルズ森タワー屋上 スカイデッキでは、親子で気軽に参加できるクイズラリーや冷たいドリンクのプレゼントなど、 
夏休みを満喫できるイベントをご用意しています。 
52 階の屋内展望台 東京シティビューでは『水木しげるの妖怪 百鬼夜行展～お化けたちはこうして生まれた～』を開催
中。会期中は隣接の「THE SUN & THE MOON」のカフェが「妖怪の森 Cafe」となり、水木しげるの妖怪の世界をモチー
フにしたユニークなフードやドリンクをご提供しています。また、「THE SUN ＆ THE MOON」のレストランでは平日限定の夏
スイーツやクールなドリンクが登場。そのほか、「六本木天文クラブ」の特別観望会やワークショップなど、夏休みの思い出
作りができる特別なイベントが盛りだくさんです。 
そして、7月 16日（土）～9月 4日（日）の夏休み期間限定で、東京シティビューと東京タワーのお得なセット券を販売し
ています。東京タワーとのセット券を販売する取り組みは、今回が初となります。東京を代表する 2 つの絶景スポットを巡
って、天空の回遊体験をお楽しみください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022年 7月 19日 

森ビル株式会社 

＜六本木ヒルズ展望台の夏企画＞  

天空の夏休み 2022 

親子で参加できるクイズラリーなど 

夏の屋上 スカイデッキを楽しめる「SKY DECK SUMMER 2022」を実施！ 

52階の東京シティビューでは『水木しげるの妖怪 百鬼夜行展』を開催中 

東京タワーと初のコラボレーション！夏休み限定でお得なセット券を販売 

[本件に関するお問合わせ] 
株式会社プラチナム / 小野・神谷・永瀬 

TEL ： 03-5572-6072  FAX ： 03-5572-6075 MAIL ： hills_pr@vectorinc.co.jp 
森ビル株式会社 東京シティビュー広報担当 /土井・村本・平田 MAIL ：tcv-pr@mori.co.jp 
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屋上 スカイデッキでは、涼を感じていただける香りの演出やドリンクのプレゼント、親子で楽しめるクイズラリーなどをご用
意。360度景色を見渡せるオープンエア空間からの絶景観望体験と合わせてお楽しみいただけます。 
 
 

  スカイデッキへ上がる前も後も爽やかな香りで涼を体感！ 
 
少しでも凉を感じていただけるよう、エレベーターの中やスカイデッキへの出入口付近では、ペパーミ
ントをメインとしたハーブ系の清涼感のある爽やかな香りの演出を行います。心も体もリフレッシュ
できる夏ならではの香りに癒されてください。 
 
期   間： 8月 1日（月）～8 月 31日（水） 
 
 

  クイズに答えて景色探検！ 
 
お子さまを対象に、スカイデッキからの景色にまつわるクイズラリーを実
施。参加者はスカイデッキに設置した QR コードを読み取ってクイズに回
答し、全問正解した方には可愛いフルーツ柄のアイスパック（保冷剤）を
数量限定でプレゼント。また参加者全員に、オリジナル参加証を差し
上げます。 
 
期 間： 8 月 6日（土）～8 月 21日（日） 
対   象： 6歳～中学生 
参加方法： QR コードが読み取れるスマートフォンで、スカイデッキに掲出された QR コードを読み取って参加。 
※アイスパックのプレゼントは数量限定、先着順となります。 
 
 

  期間限定でドリンクをプレゼント！ 
 
期間中スカイデッキにお越しいただいた方へ、数量限定で、お帰りの際に冷たいドリンクをプレゼント！絶景をお楽しみい
ただいた後、火照った体を一気にクールダウンできるドリンクでリフレッシュしませんか。 
 
期   間： 8月 15日（月）～8 月 21日（日） 
配布時間： 13：00～19：00  
配布場所： スカイデッキ出口付近  
※お帰りの際のお渡しとなります。 
※その日の配布予定数がなくなり次第終了。 
※ドリンクはスカイデッキ上ではお召し上がりいただけません。指定の場所にてお召し上がりいただけます。 
 
 
 
 
 
52 階 東京シティビューは、『水木しげるの妖怪 百鬼夜行展～お化けたちはこうして生まれた～』を開催中です。隣接の
カフェではコラボカフェ「妖怪の森 Cafe」が展開中！またレストランでは、平日限定の夏スイーツやクールなドリンクをご用
意しています。屋内で涼をとりながら、景色と融合した特別なイベントをお楽しみください。 
 
 

 水木しげるの生誕 100周年を記念した『水木しげるの妖怪 百鬼夜行展』を開催中！ 
 
東京シティビューでは、水木プロダクション協力のもと、漫画家・水木しげるの生誕 100 周年を記
念した大型展覧会『水木しげるの妖怪 百鬼夜行展～お化けたちはこうして生まれた～』を開催
しています。水木しげるの妖怪の世界を壮大な景色とともに存分にお楽しみいただける展覧会で
す。 
 
期   間： 7月 8日(金)～9 月 4日(日) 
開館時間： 10：00～22：00（最終入館 21：00） 
場   所： 東京シティビュー 
※詳細は公式サイトにてご確認ください。 

https://tcv.roppongihills.com/jp/exhibitions/mizuki/ 
 

「SKY DECK SUMMER 2022」開催 

52階では景色とあわせて楽しめる夏の期間限定イベントを実施中 

https://tcv.roppongihills.com/jp/exhibitions/mizuki/
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カフェ「THE SUN ＆ THE MOON」が、水木しげる展覧会とのコラボカフェ「妖怪の森 Cafe」に！ 

 
『水木しげるの妖怪 百鬼夜行展～お化けたちはこうして生まれた～』の会期中、「THE SUN & THE MOON」のカフェが
本展開催を記念し「妖怪の森 Cafe」となり、コラボメニューを提供しています。妖怪の世界、キャラクター、水木漫画をモ
チーフにした、8品の楽しいフード、デザート、ドリンクなど、魅力的なメニューが勢揃い！ 
 
「妖怪の森 Cafe」 のメニューの一部をご紹介 
◼ 大かむろバーガー/1,550 円（税込） 
巨大な頭だけの妖怪、大かむろがそのままバーガーに！ 
和風の照り焼きハンバーグにチーズ、マヨネーズ、トマトをサンドし、フライドポテトもついて
大満足の一皿。 
 
 
◼ 鬼太郎と一反もめんのお空の散歩/1,080 円（税込） 
メロンシロップとミントで妖怪達の住む森をメロンソーダ風に表現。一反もめんに乗って浮遊する 

鬼太郎と目玉おやじが、空の上から森で仲良く暮らす妖怪の様子を伺っているドリンク。 

 

提供期間： 7月 8日(金)～9 月 4日(日)  

 

THE SUN ＆THE MOON （Cafe）  

営業時間： 11：00～22：00（L.O. フード 21：00/ドリンク 21：30） 
※詳細は公式サイトにてご確認ください。 

http://thesun-themoon.com/sun/ 

 

 

レストラン「THE SUN ＆THE MOON」の夏限定メニュー！ 

 
◎ 平日限定の夏のスイーツ 
「THE SUN ＆ THE MOON」のレストランでは、夏にぴったりのスイーツを平日限
定でご用意。新鮮なマンゴーをカットしてバラの花のように仕立て、レモンのムース
とジュレ、マンゴーとパッションフルーツのソースを合わせました。 
 
◼ 沖縄産マンゴーのフラワーデセール/1,600 円（税込） 
 
提供期間： 7月 1日（金）～8 月 31日（水） ※平日のみ 
提供時間： 11：00～16：00（L.O.） 
 

◎ 爽快＆クールなドリンク 

夏限定で、見た目も、のど越しもクールなカクテルが登場します（アルコール、ノンアル
コール）。東京の街並みを眺望できる素敵な空間で、涼やかなドリンクをお楽しみくだ
さい。 
 
◼ Berry×Agave Mojito ベリー×アガベモヒート/1,800 円（税込）＜画像左＞ 
アガベ 100％のテキーラをベリーと掛け合わせた、瑞々しくフルーティなカクテル。 
 
◼ Spice Dark Mojito スパイスダークモヒート/1,700 円（税込）＜画像上＞ 
熟成されたラムに数種類のスパイスとハーブを漬け込みました。 
ダークラムの芳醇な香りと味わいをスパイスが引き立てます。 
 
◼ Sky Cooler uc1 スカイクーラー/1,300 円（税込）＜画像右＞ 
ミントとレモンの清涼感溢れるノンアルコールカクテルです。 
涼しげな見た目と共に夏の景色をお楽しみ下さい。 
 
◼ Kiwi＆Basil Mojito キウイ＆バジルモヒート/1,600 円（税込）＜画像下＞ 

※ノンアルコールの場合は 1,400 円（税込）  
フレッシュなキウイとバジルを合わせたモヒート。ハーバル感と清涼感ある味わいに。 
ノンアルコールにも変更可能です。 
 
提供期間： 7月 16 日（土）～8 月 31日（水） 
 
THE SUN ＆ THE MOON  (Restaurant)   
営業時間： 11：00～22：00（L.O. ドリンク 21：00） ※詳細は公式サイトにてご確認ください。 
http://thesun-themoon.com/moon/ 

http://thesun-themoon.com/sun/
http://thesun-themoon.com/moon/
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  東京シティビューショップに、昔懐かしい夏モチーフの紙風船が登場 

 

東京シティビューショップでは、国内で製造された、昔懐かしい紙風船を販売し

ています。金魚やスイカ、ペンギンなど、涼しげなモチーフのデザインで、インテリ

アにもオススメ。特に金魚の紙風船は、複数の配色があり、お土産としても喜

ばれること間違いなし！クーラーの効いた家の中で、ご家族全員でお楽しみくだ

さい。 

 

商 品 名： 紙風船 金魚 

価   格： 165 円（税込）より 
 
東京シティビューショップ 
営業時間： 10：00～21：00 
※詳細は公式サイトにてご確認ください。 

https://art-view.roppongihills.com/jp/shop/ 
 
 
 
 
 
東京の煌めく夜景と満天の星を楽しむイベントを定期的に開催している「六本木天文クラブ」では、8 月も季節の天文
現象に合わせた特別観望会を予定しています。また六本木ヒルズの街を舞台にし多数展開される「キッズワークショップ
2022」では、「六本木天文クラブ」としても、本格的な望遠鏡をつくるワークショップで参加します。 
 
 

  「六本木天文クラブ」 8月のイベント 

 
8 月は「伝統的七夕特別観望会」「ペルセウス座流星群解説セミナー」「土星を楽
しむ会」を実施します。お仕事帰りやお食事、展覧会鑑賞後など、いつでも気軽に
参加できます。専門家の解説を聞きながら特別な星空体験をお楽しみください。 
 
開催概要：  8 月 4 日（木） 伝統的七夕特別観望会 

8 月 5日（金） ペルセウス座流星群解説セミナー（オンライン） 
8 月 15 日（月） 土星を楽しむ会 
8 月 25 日（木） 8月の星空トーク（オンライン） 
8 月 26 日（金） 星空観望会 

※詳細や 2022 年度のスケジュールは公式サイトにてご確認ください。 
https://tcv.roppongihills.com/jp/tenmon/ 

 

 

  キッズワークショップ 2022にて、「本格派望遠鏡」づくりを体験！ 

 

六本木ヒルズの街のイベントとして 8 月 6 日(土) ～8月 21日(日)の期間に開催す

る「キッズワークショップ 2022」にて、「六本木天文クラブ」のワークショップを実施。本ワ

ークショップでは、月のクレーターや土星のリングが見える本格派望遠鏡をつくります。

組み立てから使い方、そして星空の見所までを天文の専門家がわかりやすくお教え

します。自分だけの望遠鏡をつくって実際に、星空を観察してみませんか？ 
 
日   時： 8月 10日（水）17：00～20：00 
対   象： 小学 1年～6年生 ※低学年（1・2年生）のお子様は、保護者の方も一緒にご参加ください。 

定   員： 20名 

場   所： 六本木ヒルズ森タワー3階プレゼンテーションルーム 

料   金： 5,000円（税込） 

申込期間： 7月 15 日（金）～7 月 24日（日） 

※当日、天気が良ければ屋上 スカイデッキで星空観望会も開催します。 

※東京シティビューの公式サイトよりお申し込みいただけます。 

https://tcv.roppongihills.com/jp/ 

「六本木天文クラブ」の 8月の特別観望会とワークショップ 

https://art-view.roppongihills.com/jp/shop/
https://tcv.roppongihills.com/jp/tenmon/
https://tcv.roppongihills.com/jp/
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夏休み期間限定で、東京シティビューと東京タワーのお得なセット券を販売し

ています。東京タワーとのセット券を販売する取り組みは、今回が初！東京を

代表するランドマークとして、日々変わりゆく東京の街並みを見渡せるふたつ

の展望台を巡り、素敵な夏の思い出づくりをしてみませんか？ 

 

販売期間： 7月 16 日（土）0：00～9 月 4 日（日）23:59 

有効期間： 7月 16 日（土）～9 月 11日（日） 

料   金:  大人（一般） 2,700 円 

大学生 2,200 円 

高校生 2,000 円 

小中学生 1,300 円 

幼児（4 歳以上） 1,000 円 

シニア（65歳以上） 2,400円 

販売場所： パスマーケット（Yahoo! Japan） 

※チケットの詳細や販売については、以下のページにてご確認ください。  

https://tcv.roppongihills.com/jp/news/2022/07/5829/ 

※営業時間や詳細は、各施設の公式サイトにてご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【名 称】東京シティビュー（屋内展望台）／六本木ヒルズ森タワー52階 
    スカイデッキ（屋上展望台）／六本木ヒルズ森タワー屋上 
【営業時間】東京シティビュー 10：00～22：00（最終入館 21:00） 
    スカイデッキ    11：00～20：00（最終入場 19:30） 
※スカイデッキは 8 月 1 日（月）～8 月 31 日（水）の営業時間を 13:00～22:00（最終入場 21:30）に変更します。 
但し、上記期間内の火曜日のみ最終入場は 21:00 までとなります。 

※8 月 20日（土）は東京シティビューおよびスカイデッキで一部通行規制を実施予定です。 
他日でも入場規制や貸切営業となる場合があります。 

※スカイデッキは強風、雨天、雷雲接近などでクローズする場合があります。 
※世情や季節、イベント内容により営業時間など、変更する場合があります。 
最新情報は公式サイト（http://tcv.roppongihills.com/）にてご確認ください。 

【料 金】料金変動制 
※催事や曜日により料金が異なります。詳細は公式サイト（https://visit.mam-tcv-macg-hills.com/）にてご確認くださ
い。 
※チケットは専用オンラインサイトまたは施設入り口の券売機、窓口での購入が可能です。 
※スカイデッキへの入場は別途 500円（4 歳～中学生 300 円）が必要です。 
【お問合せ】（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  
                （TEL）03-6406-6652 （公式サイト）http://tcv.roppongihills.com/ 
※六本木ヒルズ展望台の新型コロナウイルス感染症対策への取り組みについて 
六本木ヒルズ展望台は新型コロナウイルスの感染症対策を徹底し、お客様ならびにスタッフの健康と安全に配慮をしなが
ら営業しております。ご来館の際は、検温とマスクの着用を必須とさせていただいていますが、スカイデッキでは、熱中症対
策のため、人と十分に距離が保たれている場合は、マスクをはずしていただくことも可能です。そのほかにも様々な取り組み
を実施しておりますので、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 
詳細は公式サイト（https://tcv.roppongihills.com/jp/news/2020/06/4052/）にてご確認ください。 

六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー／スカイデッキ 基本情報 

初のコラボ！東京シティビュー×東京タワーのお得なセット券を販売中 

https://tcv.roppongihills.com/jp/news/2022/07/5829/
http://tcv.roppongihills.com/
https://visit.mam-tcv-macg-hills.com/
http://tcv.roppongihills.com/
https://tcv.roppongihills.com/jp/news/2020/06/4052/

