2022 年 3 月 17 日（木）
渋谷スクランブルスクエア株式会社

絶景のサブスク「SHIBUYA SKY PASSPORT」
~入場予約不要、特典満載の年間パスポートを4月1日(金)より販売開始~
渋谷で“宙”を身近に体感できるイベント「ROOFTOP 天体観測」もマンスリー開催決定！
「渋谷スクランブルスクエア」の 14 階・45 階・46 階・屋上に位置する展望施設「SHIBUYA SKY」
（以下、本施設）では、2022
年 4 月 1 日（金）より、年間パスポート「SHIBUYA SKY PASSPORT」の販売を開始します。
「SHIBUYA SKY PASSPORT」は、本施設に 1 年間何度でもご入場が可能で、季節や時間によって変わる渋谷上空の表情や、さ
まざまな展示、イベントを楽しめるパスポートです。眺望を楽しみたい、気分転換をしたい、解放感を感じたいなど、その日の気分
でお気軽にご利用いただき、1 回では体験できない本施設の魅力を、1 年を通じてお楽しみいただけます。また、
「SHIBUYA SKY
PASSPORT」は、同伴者の入場チケットの割引や、本施設および渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストランの店舗でご利用
いただけるさまざまな特典もついており、おひとりでも、友人やグループでも本施設をより一層ご堪能いただけます。
また、本施設では、2022 年 4 月より、
「ROOFTOP 天体観測」イベントをマンスリーで開催します。総合光学機器メーカー株式
会社ビクセン協力のもと、屋上に天体望遠鏡を設置し、足元に広がる大都会東京の景色と、神秘に満ちた宙で起こる静かでゆった
りとした天文現象を楽しめるイベントです。
この機会にぜひ年間を通して SHIBUYA SKY をお楽しみください。

▲本施設で撮影した絶景写真
いめ

年間パスポート「SHIBUYA SKY PASSPORT」概要
〇販売開始日：2022 年 4 月 1 日（金）
〇販 売 価 格：5,400 円（税込）
〇有 効 期 限：ご購入日から 1 年間
〇購 入 手 順：①アプリ型パスポートもしくはカード型パスポートどちらかを選択
②アプリ型パスポートは渋谷スクランブルスクエアアプリにて、
カード型パスポートは特設サイトにて、お客さま情報を事前登録
③14 階チケットカウンターにて顔写真を登録のうえご購入
〇特
典：
１）1 年間何度でも入場可能
▲SHIBUYA SKY PASSPORT
２）入場時の予約不要 ※1
告知ビジュアル
３）同伴者 1 名さまのご入場料金が 50%OFF ※2
４）渋谷スカイ内の３ショップにて割引＆特典
お土産ショップ＜SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP＞・カフェ＆バー＜Paradise Lounge＞：お会計から 10%OFF
フォトサービス：写真をご購入いただいたお客さまに写真のデータをプレゼント
５）渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストランのチケ得サービス（約 30 店舗参加）がいつでも利用可能
※1 混雑時はご入場までお待ちいただく可能性がございます
※2 当日窓口チケットを半額にて販売します。また、各日、販売枚数に達した時点で終了となります
〇特設サイト：https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/passport

「ROOFTOP 天体観測」マンスリーイベント概要

渋谷最高峰、地上 229ｍに位置する本施設は、渋谷でもっとも宙に近い場所でもあります。
本施設では、昨年 11 月に１日限定で開催し、人気を博した「ROOFTOP 天体観測」イベント
を 2022 年 4 月からマンスリーで開催します。総合光学機器メーカー株式会社ビクセン協力
のもと、屋上展望空間「SKY STAGE」に天体望遠鏡を設置し、足元に広がる大都会東京の景
色と、神秘に満ちた宙で起こる静かでゆったりとした天文現象をぜひお楽しみください。

▶ROOFTOP 天体観測 告知ビジュアル

〇実施予定イベント一例
日程
4 月 18 日（月）

7 月 7 日（木）

9 月 12 日（月）

11 月 8 日（火）

1 月 18 日（月）

テーマ

内容

SHIBUYA MOON RISE

SHIBUYA SKY だから出逢える、感動の「月の出」の瞬間と、雄大な

都心の月の出観賞

お月さまを天体望遠鏡で

SHIBUYA STAR GATE

七夕の夜に、織姫と彦星の出逢いを祝いつつ、天の川を渡る船のカタ

七夕の星空観賞

チをした月を観賞してみましょう

SHIBUYA STAR GATE

誰もが一度は見てみたい「土星の環」
。そして秋の訪れを美しいお月さ

秋の月と土星の環観賞

まで感じてください

皆既月食
天空の皆既月食観賞

360 度の眺望とともに、月の満ち欠けを天体望遠鏡で観察

SHIBUYA STAR GATE

煌めく一等星が織りなす「冬のダイヤモンド」
。2023 年特別ゲストの

冬のダイヤモンド観賞

火星と共にご観賞ください

※毎月テーマを設定し、開催します。日程や詳細は特設サイトにてご確認ください
※当日の天候により実施日等は変更となる可能性があります。変更の際は公式 WEB サイトや SNS にてお知らせします

▲昨年 11 月に実施した部分月食観測イベント時の写真
いめ

〇「ROOFTOP 天体観測」イベントに関するコメント
「私自身も都心の高層ビルから見る”月の出”を眺めたのは渋谷スカイが初めてで、その美しさと雄大さに心動かされました。こ
の感動を多くの方に観ていただきたいと思います。見渡せば美しい都会、見上げれば宇宙に手が届くかのよう。渋谷スカイで、
夜の扉を開けてみてください。」
「自然科学応援企業・星を見せる会社」

株式会社ビクセン

マーケティングディレクター

重信

修

〇チケット情報
イベント当日の SHIBUYA SKY 入場チケット、もしくは年間パスポートをお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
チケットのご購入については詳しくは下記サイトをご覧ください。
https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/ticket/
※SHIBUYA SKY チケットは入場日と入場時間が決まっている「日時指定券」です。事前に入場日と入場時間を指定して購入
できる「WEB チケット」と、ご入場当日窓口にて時間を指定して購入する「当日窓口チケット」がございます。WEB チケ
ットは購入日の 4 週間先の日付まで販売しております
※2022 年 8 月と 2023 年 3 月に開催予定の特別企画は別途、参加チケットを販売予定です。詳細が決まり次第、特設サイト
や SNS にてご案内します
〇特設サイト：https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/observation

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------株式会社ビクセン
1949 年創業
天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

＜本件に関する報道関係者さまからのお問合せ先＞
渋谷スクランブルスクエア PR 事務局（株式会社サニーサイドアップ内）
担当：矢野（080-7934-3745）、金井（080-7310-0134）、齋藤（090-6531-6108）
E-mail：scramble_square_pr@ssu.co.jp

■SHIBUYA SKY 概要
本施設は、
14 階～45 階の移行空間
「SKY GATE」、
日本最大級の屋上展望空間
「SKY STAGE」、
46 階の屋内展望回廊
「SKY GALLERY」
の 3 つのゾーンで構成されております。渋谷最高峰の地上 229ｍから広がる 360 度の景色を眺めるにとどまらず、一連の体験を通
じて知的好奇心を刺激し、想像力を育む展望装置です。
名
称
フ ロ ア
高
さ
営業面積
営業時間
休 館 日
公式 WEB サイト

：
：
：
：
：
：
：

SHIBUYA SKY
14 階（チケットカウンター）
、45 階・46 階（屋内展望施設）
、屋上（屋上展望空間）
地上約 230m（屋上）
屋上展望空間 約 2,500 ㎡、屋内展望施設 約 3,000 ㎡
10:00～22:30（最終入場 21:20） ※最新の営業時間は公式 WEB サイトをご確認ください
年中無休 ※但し、臨時休館となる場合があります。
https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/

■SHIBUYA SKY 入場チケット
（料金はすべて税込）
WEBチケット（チケット予約）

窓口チケット（当日券のみ）

公式WEBサイト

14階チケットカウンター

大人（18才以上）

1,800円

2,000円

中・高校生

1,400円

1,600円

小学生

900円

1,000円

幼児（3～5才）

500円

600円

無料

無料

購入方法

料
金

3才未満

※再入場およびチケットの払い戻しはできません。
※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者（1名まで）は半額となります。
ご来場時にチケットカウンターにて障がい者手帳をご提示ください。
※当日の混雑状況により、チケットの購入、ご入場までに待ち時間が発生する場合があります。
＜WEBチケットの購入にあたっての注意事項＞
※チケット購入サイト「webket」
（ https://webket.cpnw.jp/regist ）の会員登録が必要です。
※支払方法は、クレジットカード払いおよびコンビニ払いのみです。
＜ご入場にあたってのお願い＞
※SHIBUYA SKYは、地上約230ｍの屋上展望空間を有する施設です。
※お客さまの安全確保のため、持込み禁止物や禁止行為のルールを定めています。
※詳しくは、公式WEBサイト https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/ticket/#sec-note
館内にて掲示している案内サインなどでご確認ください。
※ルールをお守りいただけない場合、ご入場のお断りやご退場をお願いする場合があります。
◇お問合せ先
＜チケット関連＞
株式会社グッドフェローズ TEL：0422-27-6238 9:30～17:00（年中無休）
＜施設関連＞
展望施設「SHIBUYA SKY（渋谷スカイ）
」E-mail : shibuya-sky@scsq.co.jp

