
 

 

 

開催期間： 2017年 8月 11 日（金・祝）～同月 18日（金） 

会  場： ＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」（東京都千代田区丸の内二丁目 7番 2号） 

主  催： 株式会社宝塚クリエイティブアーツ 

共  催： 日本郵便株式会社、ＪＰビルマネジメント株式会社 

Ｗ Ｅ Ｂ： http://jptower-kitte.jp/summer2017/ 

 

■特別展示 

［日程： 8月 11日（金・祝）～同月 18日（金）11:00～20:00（予定）］ 

［場所： 1Fアトリウム、4F旧東京中央郵便局長室］ 

［料金： 観覧無料］ 

タカラヅカ・スカイ・ステージの特別展示を行います。番組セットや

オフショットスチール、公演衣装などを観覧いただける展示コーナー

や、タカラヅカ・スカイ・ステージ 15 年分の秘蔵映像などをお楽し

みいただける映像体験コーナーを設置し、様々な角度から宝塚歌劇の

魅力を存分に味わうことができます。 

 

■番組公開収録 

［日程： 8月 11日（金・祝）15:00スタート（予定）、同月 18日（金）19:00 スタート（予定）］ 

［場所： 1Fアトリウム］ 

［料金： 観覧無料］ 

イベント初日の 8 月 11 日（金・祝）に宝塚歌

劇の OG である春野寿美礼さん、朝海ひかるさ

ん、MC：成瀬こうきさん、イベント最終日の 8

月 18 日（金）に宝塚歌劇の現役生で花組の柚

香光さん、MC：樹里咲穂さんがそれぞれ登場し、

トークショーを披露する番組公開収録を行い

ます。 

※1Fの着座席には事前応募いただいた方のみ 

入場いただけます。（応募受付は終了してい 

ます。） 

 ※8月 18日（金）における 1Fの立見エリアに 

は、後記の「ＫＩＴＴＥ夏の大抽選会」で当 

選された方のみ入場いただけます。 

 

■スタンプラリー、ゲスト特典 

［日程： 8月 11日（金・祝）～同月 18日（金）11:00～19:00（最終日は～21:00）（予定）］ 

［場所： ＫＩＴＴＥ館内各所］ 

［料金： 参加無料 ※ゲスト特典は各店舗により異なる］ 

ＫＩＴＴＥ館内 5か所を巡り、宝塚歌劇の各組のスタンプを集める

スタンプラリーを開催します。スタンプを全て集めた方には、タカ

ラヅカ・スカイ・ステージ開局 15 周年記念オリジナル缶バッジを

プレゼント。さらに、その缶バッジをＫＩＴＴＥ内の対象店舗に提

示すると、ゲスト特典としてワンドリンク無料やお会計 10％OFFな

どのサービスを受けることができるほか、本イベント限定のオリジ

ナルうちわをプレゼントします。 

※ゲスト特典の詳細は特設 WEBサイトでお知らせします。 

※缶バッジ、オリジナルうちわの数には限りがございます。あらか 

じめご了承ください。 

 

春野寿美礼さん 朝海ひかるさん 

柚香光さん 

缶バッジイメージ 

成瀬こうきさん 

樹里咲穂さん 

公演衣装展示イメージ 

オリジナルうちわイメージ 

TAKARAZUKA SKY STAGE 開局 15 周年記念 
「15th Anniversary フェスタ in ＫＩＴＴＥ」 イベント開催概要 

別紙 

http://jptower-kitte.jp/summer2017/


※写真は昨年の様子 

■コラボレーションメニューの提供 

［日程： 8月 11日（金・祝）～ 同月 18日（金）］ 

［場所： ＫＩＴＴＥ内のレストラン 3店舗］ 

［料金： 各店舗により異なる］ 

ＫＩＴＴＥ内のレストラン 3 店舗（「宮崎料理 万作」「炭焼・寿し処 くし路」「金華豚料理      

平田牧場 極」）にて宝塚歌劇の花組をイメージした期間限定のコラボレーションメニューを提供し

ます。 

 

■マルノウチリーディングスタイル×タカラヅカ・スカイ・ステージ コラボカフェ 

［日程： 8月開催］ 

［場所： 4Fマルノウチリーディングスタイル］ 

［料金： メニュー、グッズにより異なる］ 

ＫＩＴＴＥ4F の「マルノウチリーディングスタイル」とタカラヅカ・

スカイ・ステージがコラボレーションした、「タカラヅカ・スカイ・ス

テージカフェ（仮称）」を展開します。期間中、宝塚歌劇の専門チャン

ネルならではの世界観をお楽しみいただける店内装飾を行うほか、こ

こでしか味わえないコラボレーションメニューの提供やオリジナルノ

ベルティのプレゼント、グッズ販売などを行い、カフェの店内でゆっ

たりと宝塚歌劇の魅力に浸ることができます。 

 

 

 

 

 

開催期間： 2017年 8月 20 日（日）～同月 27日（日） 

会  場： ＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」（東京都千代田区丸の内二丁目 7番 2号） 

主  催： 日本郵便株式会社、ＪＰビルマネジメント株式会社 

Ｗ Ｅ Ｂ： http://jptower-kitte.jp/summer2017/ 

 

■大すもう展 2017 

［日程： 8月 20日（日）～同月 26日（土）11:00～21:00（予定）］ 

［場所： 1Fアトリウム］ 

［参加方法： 体験・観覧無料］ 

力士になりきることができる「すもう撮りカメラ」や、化粧まわし、明荷などの展示を行い、大相

撲の魅力を楽しく学んでいただけます。 
 
＜一例＞ ・すもう撮りカメラ  ・化粧まわし 

・力士の食事の量   ・力士の重さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大相撲ＫＩＴＴＥ場所  

［日程： 8月 27日（日）12:00～16:30（予定）］ 

［場所： 1Fアトリウム］ 

［観覧方法： 1Fは「1階座席券」、2Fは「2階観覧券」が必要 ※3～5Fからの観覧は自由］ 

横綱をはじめとする現役幕内力士が登場し、横綱の土俵入りや綱締め、迫力ある取組を間近で観覧

いただけます。その他にも相撲甚句や髪結い、力士トークショーなど盛り沢山の内容を披露し、丸

「はっきよいＫＩＴＴＥ」 イベント開催概要 

自分の姿が力士風に。四股名付きのポストカードがもらえます。 

「すもう撮りカメラ」イメージ 

「マルノウチリーディングスタイル」 

ロゴ 

力士の食事の量 力士の重さ 

http://jptower-kitte.jp/summer2017/


の内にいながら両国国技館さながらに大相撲の魅力を肌で感じていただけます。 

 ※「1階座席券」及び「2 階観覧券」は、後記の「ＫＩＴＴＥ夏の大抽選会」で当選された方にお渡 

  しします。（いずれの券も販売は行いません。） 
 
＜実施内容（予定）＞ 

・第 1部［12:00～14:00］ 

ちびっこ相撲、相撲甚句、髪結い、三段目・幕下トーナメント、力士トークショー、初切 

・第 2部［14:30～16:30］ 

綱締め、幕内土俵入り、横綱土俵入り、取組（全幕内力士） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オリジナル商品の販売 

［日程： 8月 20日（日）～ ※提供期間は店舗により異なる］ 

［場所： ＫＩＴＴＥ内の各店舗］ 

ＫＩＴＴＥ館内の各店舗において「はっきよいＫＩＴＴＥ」限定のオリジナル商品や相撲関連グッ

ズを販売します。 
 

 ＜一例＞ 

・おすもうソックス 

店舗：Tabio(3F） 

価格：各 2,052円（税込） 

※8月 1日（火）から販売予定 

 

 

・はっきよい おすもうちゃん 

店舗：ANTENDO（B1） 

価格：250円（1個）（税込） 

※8月 20日（日）～27日（日）限定販売 

 

 

■力士、行司、年寄が書いた手紙・はがき展 

［日程： 8月 21日（月）～同月 27日（日）11:00～21:00（最終日は～20:00）（予定）］ 

［場所： 4F旧東京中央郵便局長室］ 

［料金： 観覧無料］ 

［展示団体： 日本絵葉書会 東京支部］ 

江戸、明治、大正、昭和の力士、行司、年寄が書いた手紙・はが

き等（拡大版レプリカ）を解説文付きで展示します。力士が書い

た巡業の御礼状や、打ち合わせに使用した電報など、大相撲を通

じて逓信の歴史に触れることができる、貴重な展示会です。 

 

 

 

 

 

昨年の「大相撲ＫＩＴＴＥ場所」 

・大相撲ハンカチ 

店舗：H TOKYO（3F） 

価格：各 1,620円（税込） 
※ハンカチ本体は数量限定のため 
 色・柄が異なる場合がございます 

・おすもう 

店舗：桂新堂（1F） 
価格：648円（税込） 
※イベント期間中は限定シールで 
 ラッピングいたします 
※数量限定 

 

手紙・はがき展イメージ 



 

8月 11日（金・祝）～同月 18日（金）の期間中、「宝塚歌劇公演チケット」や「大相撲ＫＩＴＴＥ場

所」の座席券などが当たる抽選会を実施します。 
 
＜対象＞ 

ＫＩＴＴＥ館内でお買物すると 2,000円（税込）ごとに 1回抽

選に参加することができます。 

※ＫＩＴＴＥ内で発行されたレシート（対象期間：8月 1日（火）

～同月 18日（金・祝））をご持参ください。レシートの合算

は不可（1枚のレシートで 2,000円（税込）以上となってい

る必要があります。）。一度のお買物につき、お一人さま 10回

まで。 

※一部対象外の店舗があります。詳細は特設 WEBサイトをご覧

ください。 

＜抽選日時＞ 

8月 11日（金・祝）～同月 18日（金）12:00～18:00 （予定） 

＜抽選会場＞ 

5Fエスカレーター横通路 

＜賞品＞  

・「宝塚歌劇 公演チケット/9月 18日（月・祝）」（5組 10名） 

・「タカラヅカ・スカイ・ステージ番組公開収録 1F立見エリア入場券/8月 18日（金）」（40名） 

・「大相撲ＫＩＴＴＥ場所 1階座席券」（第 1部：80組 160名、第 2部：80組 160名） 

・「大相撲ＫＩＴＴＥ場所 2階観覧券」（第 1部：200組 400名、第 2部：200組 400名） 

・その他、ＫＩＴＴＥお買物食事券 10,000円分など 

「ＫＩＴＴＥ夏の大抽選会」 開催概要 

「ＫＩＴＴＥ夏の大抽選会」ロゴ 


