
 

 

 

開催期間： 2018年 8月 4日（土）～同月 11日（土・祝） 

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/summer2018/ 

 

■特別展示 

［日程： 8月 4日（土）～同月 11日（土・祝）11:00～20:00］ 

［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］ 

宝塚歌劇ファンの皆さまと歩んできた「歌劇」の創刊 100 周年の 

歴史を感じていただける展示を行います。1F アトリウムでは、   

現トップスターのサイン入りポートや、創刊号から最新号の表紙まで

「歌劇」の歴代表紙 1,107 枚がずらりと並ぶ表紙ロードの展示を行う

ほか、「歌劇」の表紙になることができる体験型のフォトスポットも

設置します。また、4F 旧東京中央郵便局長室では、「歌劇」ポートレート展

として、現トップスターの直筆メッセージ＆サインの展示などをお楽しみ 

いただけます。 

 

■トークイベント 

［日程： 8月 7日（火）19:00～20:00、同月 8日（水）19:00～20:00］ 

［場所： 1Fアトリウム］ 

［料金： 観覧無料］ 

8月7日（火）に宝塚歌劇のOGである愛華みれさん、

真琴つばささん、MC：華陽子さん、そして   

同月 8日（水）には、宝塚歌劇の現役スターで

雪組の彩風咲奈さん、彩凪翔さん、朝美絢さん、

MC ：真那春人さんがそれぞれ登場し、      

タカラヅカ・スカイ・ステージの公開収録として、

トークイベントを行います。 

 

※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。） 

 

■リーフレット提示特典 

［日程： 8月 4日（土）～同月 11日（土・祝）］ 

［場所： ＫＩＴＴＥ館内の対象店舗］ 

ＫＩＴＴＥ館内にて配布・設置される本イベントのリーフレットを

対象店舗でご提示いただくと、お会計 10％OFF やワンドリンクサービス

などのお得な特典を受けられます。さらに、お会計額が 1,000 円   

（税込）以上の方には、ＫＩＴＴＥ限定の「ブック型付せん」を     

一つプレゼントします。 

 

※一部対象外となる商品もございます。 

※対象店舗は「ＫＩＴＴＥの夏イベント 2018」特設 WEBサイト等で別

途お知らせします。 

※ブック型付せんは、なくなり次第終了となります。 

※レシートの合算は不可。 

彩風咲奈さん 朝美絢さん 彩凪翔さん 

愛華みれさん 真琴つばささん 

「歌劇」表紙ロード イメージ 

「歌劇」創刊 100th Anniversary in ＫＩＴＴＥ 
イベント開催概要 

ブック型付せんイメージ 

別紙 

http://jptower-kitte.jp/summer2018/


■「歌劇」創刊 100周年記念グッズ会場先行販売 

［日程： 8月 4日（土）～同月 11日（土・祝）］ 

［場所： 4F マルノウチリーディングスタイル］ 

4F の「マルノウチリーディングスタイル」にて、「歌劇」

創刊 100周年記念グッズを会場先行販売いたします。 

様々な記念グッズをどこよりも早く手に入れることが 

できるチャンスです。 

※8 月 7 日（火）、同月 8 日（水）に限り、1F アトリウムに

おいても販売を行う予定です。 

 

■コラボレーションメニュー 

［日程： 8月 4日（土）～同月 11日（土・祝） ※一部店舗により異なる］ 

［場所： ＫＩＴＴＥ館内対象店舗］ 

 期間中、ＫＩＴＴＥ館内の対象飲食店舗（合計 6店舗を予定）では、 

本イベントとコラボレーションした特別メニューを提供します。 

B1 の「Tokyo City i CAFE」では、「歌劇」とコラボレーションした

オリジナルラテアートを販売。その他の対象店舗においても素敵な 

メニューをお楽しみいただけます。さらに、コラボレーションメニューを

ご注文いただき、お会計額が 4,000 円（税込）以上の方には、     

ＫＩＴＴＥ限定の「ドキュメントケース（記念カード付き）」を    

一つプレゼントします。 

 

 ※ドキュメントケースは、なくなり次第終了となります。 

 ※レシートの合算は不可。 

 

 

 

 

開催期間： 2018年 8月 13日（月）～同月 26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 

協  賛： 株式会社タカラレーベン 

Ｗ Ｅ Ｂ： http://jptower-kitte.jp/summer2018/ 

 

■大すもう展 2018 

［日程： 8月 13日（月）～同月 25日（土）11:00～21:00 ※一部コンテンツは、～19:00）］ 

［場所： 1Fアトリウム］ 

［料金： 体験・観覧無料］ 

毎年ご好評をいただいている力士になりきることができる「すもう撮りカメラ」や、関取が使用する

明荷などの展示を行います。また、今年は力士の仕事の一つとも言われている“食事”に      

フォーカスを当て、実際の食事の量を大きなレシートで分かりやすく可視化した展示なども行い、

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 ・明荷（振分親方） ・漫画で学ぶ相撲 ・力士の重さ 

・大相撲トリビア by 立体インフォグラフィックス など 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念カードイメージ 

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。 

「はっきよいＫＩＴＴＥ」 イベント開催概要 

「漫画で学ぶ相撲」 「すもう撮りカメラ」イメージ 明荷 

記念グッズイメージ 

ドキュメントケースイメージ 

※写真は昨年の様子。 

http://jptower-kitte.jp/summer2018/


■「ＲＩ－ＫＩＳＨＩ ＢＯＹ」大相撲トリビアムービー、物販コーナー 

［日程： 8月 13日（月）～同月 25日（土）11:00～21:00 ※物販コーナーは、～19:00］ 

［場所： 1Fアトリウム］ 

スポーツ界において、近年徐 に々人気を集めているキャラクター

「ＫＩＳＨＩ ＢＯＹ」とコラボレーションして生まれたキャラ

クター「ＲＩ-ＫＩＳＨＩ ＢＯＹ」を起用した「大相撲ト

リビア解説ムービー」を楽しめるほか、物販コーナーでは、

かわいらしいイラストを使用したコースターやポチ袋、ト

ートバッグ、ポーチ、サコッシュなど本イベントオリジナ

ルの様々なグッズが購入可能です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大相撲ＫＩＴＴＥ場所  

［日程： 8月 26日（日）12:30～16:30］ 

［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 ※3F～5Fからの観覧は自由］ 

今年で 4回目の開催となるＫＩＴＴＥでの夏巡業です。 

横綱をはじめとする全幕内力士が登場し、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。 

 ※当日のプログラムは変更になる場合があります。 
 
＜実施内容（予定）＞ 

・第 1部［12:30～14:10］ 

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 13日（月）～ ※提供期間は店舗により異なる］ 

［場所： ＫＩＴＴＥ館内の各店舗］ 

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。 

昨年の「大相撲ＫＩＴＴＥ場所」 

「ＲＩ-ＫＩＳＨＩ ＢＯＹ」イメージ 

オリジナルグッズイメージ 「ＲＩ-ＫＩＳＨＩ ＢＯＹ」 
グッズイメージ 



 

 

8月 4日（土）～同月 11日（土・祝）の期間中、「宝塚歌劇のスター直筆サイン入り写真」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・お食事をすると 3,000円（税込）ごとに 

1回抽選に参加することができます。 

※ＫＩＴＴＥ館内で対象期間に発行されたレシートをご持参ください。 

（対象期間：8月 4日（土）～同月 11日（土・祝）） 

※レシートの合算は可（合算したレシートの合計が 3,000円（税込）以上 

となっている必要があります）。 

※一度の抽選につき、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「ＫＩＴＴＥの夏イベント 2018」特設 WEBサイトをご覧ください。 

＜抽選日時＞ 

8月 4日（土）～同月 11日（土・祝）12:00～18:00 （予定） 

＜抽選会場＞ 

5Fエスカレーター横通路 

＜賞品＞  

三つのコースからお好みのコースを一つ選んで抽選に参加いただきます。 

【ＫＩＴＴＥコース】※協賛：株式会社エポスカード 

1等：ＫＩＴＴＥお買物食事券 10,000円分…10 名様 

2等：ＫＩＴＴＥお買物食事券 5,000円分…20 名様 ほか 

【「歌劇」コース】 

1等：スター直筆サイン入り「歌劇」見開きポート大判写真 6枚セット…2 名様 

     （轟悠・明日海りお・珠城りょう・望海風斗・紅ゆずる・真風涼帆） 

2等：雪組 東京宝塚劇場公演 S席ペアチケット…3 組 6 名様 ほか 

【大相撲コース】 

1等：大相撲ＫＩＴＴＥ場所 1階座席券 第 1部/第 2部…各 80 組 160 名様 

2等：大相撲ＫＩＴＴＥ場所 2階観覧券 第 1部/第 2部…各 200 組 400 名様 ほか 

 

 

※イベント内容はプレスリリース時点での予定であり、今後予告なく変更となる場合があります。 

「ＫＩＴＴＥ夏の大抽選会」 開催概要 

「ＫＩＴＴＥ夏の大抽選会」 
ロゴ 


