2020 年 7 月 9 日
渋谷スクランブルスクエア株式会社
渋谷駅直結・直上！地上47階建ての新ランドマーク 「渋谷スクランブルスクエア」

渋谷最高峰のルーフトップバー

「THE ROOF SHIBUYA SKY（ザ・ルーフ 渋谷スカイ）」
【期間限定 2020年7月17日（金）～10月31日（土）
】OPEN‼
～ここでしか体験出来ない、圧倒的な“解放感”を味わいながら、ドリンクやスナックをお楽しみいただけます～

渋谷スクランブルスクエア株式会社では、14 階・45 階・46 階・屋上に位置する展望施設「SHIBUYA SKY
（渋谷スカイ）
」
（以下、本施設）において、ルーフトップバー「THE ROOF SHIBUYA SKY（ザ・ルーフ 渋谷
スカイ）
」を、2020 年 7 月 17 日（金）～10 月 31 日（土）の期間限定でオープンします。
※「渋谷スクランブルスクエア」は、14 階・45 階～屋上の展望施設「SHIBUYA SKY（渋谷スカイ）
」
、17 階～45 階の
オフィス、15 階の共創施設「SHIBUYA QWS（渋谷キューズ）
」
、地下 2 階～14 階の商業施設ショップ＆レストランで構成
されます。

「THE ROOF SHIBUYA SKY（ザ・ルーフ 渋谷スカイ）」は、屋上展望空間「SKY STAGE」で東京タワー、
東京スカイツリー®と共に東京を代表する高層ビル群を一望できる絶景を、ソファ席やスタンディングエリアで
満喫しながら、カクテルやモクテルなどのボトルドリンク、スナックをお楽しみいただけるルーフトップバー
です。ここでは、渋谷上空からの眺望や街の賑わいなど「今の東京」のダイナミズムを体感しながら、落ち着い
た特別な時間が過ごせる「場」を提供。オープンエアのエクスクルーシブな空間の中でカップルやご友人、来街
されるお客さまと共に、渋谷の「カルチャー」・「新しい時間の楽しみ方」を育んでいくことを目指します。
プロデュース・運営は、本施設 46F のカフェ＆バー「Paradise Lounge」の運営も行う、株式会社トラン
ジットジェネラルオフィスが参画。入場は日付・時間指定のチケット制となり、席数限定での販売となります。
※展望施設「SHIBUYA SKY（渋谷スカイ）
」 安心・安全への取り組みについては別紙ご参照ください。

▲「THE ROOF SHIBUYA SKY」カウンター

■「THE ROOF SHIBUYA SKY（ザ・ルーフ 渋谷スカイ）」概要
名
称：
フ ロ ア：
営業期 間：
営業時 間：
座 席 数：

THE ROOF SHIBUYA SKY
屋上展望空間「SKY STAGE」内
2020 年 7 月 17 日（金）～10 月 31 日（土）予定
16:00～22:30（L.O. 22:00）
30 席

▲「THE ROOF SHIBUYA SKY」ソファ席

◇THE ROOF SHIBUYA SKY チケット購入方法
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
いただく「当日窓口チケット」がございます。
■WEB チケット URL：https://webket.jp/pc/ticket/index?fc=00396&ac=8001
◇THE ROOF SHIBUYA SKY 料金
（1名さま料金/チケットは2名さま以上からの販売・ソファ席のご利用は50分以内・料金はすべて税込）
WEBチケット
窓口チケット
（チケット予約）
（当日券のみ）
購入方法
オフィシャルWEBサイト
14階チケットカウンター
THE ROOF SEAT &
CHEERS SET
(ザ・ルーフ シート＆
チアーズセット)

4,000円（税込）
・入場チケット料
・チャージ料（ソファ席）
・セット飲食料 含む

4,000円（税込）
・入場チケット料
・チャージ料（ソファ席）
・セット飲食料 含む

■BEVERAGE
以下より、お好きなものを 2 点お選び頂けます。
・Far Yeast 東京ホワイト 350ml 缶
料
金

・Far Yeast 東京 IPA 350ml 缶

Far Yeast TOKYO WHITE 350ml -Canned Beer-

Far Yeast TOKYO IPA 350ml -Canned Beer-

・サンダラ モヒート スパークリング 250ml
・ヴィンテンス・アイス フーゴ 200ml

Vientense ICE Hugo -Bottled Mocktail-

・ヴィンテンス・アイス ベリーニ 200ml
・伊良コーラ 240ml 瓶

Sandara Wine Mojito Sparkling 250ml -Canned Cocktail-

Vientense ICE Berini -Bottled Mocktail-

IYOSHI Craft Cola -Bottled Juice-

・スミス スパークリング スプリングウォーター 350ml 瓶
Smith Sparkling Spring Water

■SNACK
以下より、お好きなものを 1 点お選び頂けます。
・セイボリーペカンナッツ - ペッパーミックス - Savory Pecan Nuts -Mixed Peppers・セイボリーペカンナッツ - ガーリック&オニオン- Savory Pecan Nuts -Garlic and Onion-

WEBチケット
（チケット予約）
オフィシャルWEBサイト

購入方法
THE ROOF SEAT &
CHAMPAGNE SET
（ザ・ルーフ シート&
シャンパンセット）

5,000円（税込）
・入場チケット料
・チャージ料（ソファ席）
・セット飲食料 含む

窓口チケット
（当日券のみ）
14階チケットカウンター
5,000円（税込）
・入場チケット料
・チャージ料（ソファ席）
・セット飲食料 含む

■シャンパーニュ ベビーボトル 1 点
・ジョセフ・ペリエ キュヴェ ロワイヤル ブリュット 200ml
Joseph Perrier Cuvee Royale Brut 200ml NV

料
金

■SNACK
以下より、お好きなものを 1 点お選び頂けます。
・セイボリーペカンナッツ - ペッパーミックス - Savory Pecan Nuts -Mixed Peppers・セイボリーペカンナッツ - ガーリック&オニオン- Savory Pecan Nuts -Garlic and Onion-

■その他、アラカルトメニューもご用意しております。
・アルコール・ソフトドリンク

※入場チケット料、チャージ料（ソファ席）別途

500 円（税込）～ ・スナック 600 円（税込）～

◇ご入場に関する注意事項
・購入後の払い戻しの対応は一切行っておりません。
・チケットは2名さま以上からの販売です。
・ソファ席のご利用は、50分以内でお願いします。
・販売枠数終了の場合もございますので、予めご了承ください。
・天候不良などにより、予告なく屋上を閉鎖する場合がございます。
屋上の閉鎖に伴い、「THE ROOF SHIBUYA SKY」も閉鎖となります。
・天候不良等で「THE ROOF SHIBUYA SKY」が閉鎖となった場合、46F屋内展望回廊内の、
Paradise Lounge（パラダイスラウンジ）でお楽しみいただけます。
・酒類は未成年の方には販売いたしません。その他、入場にあたっての注意事項などはホームページを
ご覧ください。 https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/ticket/#sec-note
◇お問合せ先
「THE ROOF SHIBUYA SKY」お問合せ：050-1748-6700 16:00～22:30（年中無休）
※但し、臨時休館となる可能性があります
◇運営会社：株式会社トランジットジェネラルオフィス
「カルチャー・エンジニアリング・カンパニー」として、食、ファッション、アート、建築、デザイン、音楽、
イベントをコンテンツに、「遊び場」を創造。バルセロナで一番人気のシーフードレストラン「XIRINGUITO
Escribà」をはじめ、ハワイ発モダンベトナムレストラン「THE PIG & THE LADY」など海外の人気ブランドを
日本に上陸させ、アパレルブランドのカフェやホテルレストランなど約 110 店舗を運営。その他、シェアオフ
ィス、鉄道などをプロデュースし、日本になかった新しいカルチャーや話題のスポットを生み出している。2017
年「外食アワード」にて外食事業者部門を受賞。

SHIBUYA SKY Information
SKY GALLERY EXHIBITION SERIES

Vol.1 NAOKI ISHIKAWA「EVEREST
好評開催中！～2020年7月31日（金）予定

都市と極地の高みへ」

46階SKY GALLERYにて、「視点を拡げる」をテーマコンセプトにSKY GALLERY
EXHIBITION SERIESを開催中。第1回である本展は、写真家石川直樹さんが自ら登り、
撮影したエヴェレストの写真をSKY GALLERYの空間構成に沿って展示しています。
当企画は、本施設の体験設計のベースとなっている通過儀礼や山登りの体験構造に
フォーカスを当て、体験の類似性と異なるスケールを持った世界の可能性を“直感的”
に示すことで、目に見える景色の先に世界はつながっているという事を示唆していき
ます。本シリーズは今後、様々なアーティストとコラボレーションしながら展開を予
定しています。まだ見ぬ世界への興味を抱かせ、知的好奇心を育ててゆく場をつくる
ことを目指してまいります。
石川直樹氏コメント
『渋谷から見渡した空の先に、ヒマラヤがあり、大地に根差した暮らしをシェルパたちが送っている。それ
を思うだけで、窓の外に広がる都市の風景が少しだけ変化するんじゃないか。「今ここ」のことを考えるため
「ここではないどこか」を思う。そんな展示になればいいと思っています。』

【別紙】
■SHIBUYA SKY（渋谷スカイ）概要
本施設は、世界的な注目を集めるクリエイティブ集団・株式会社ライゾマティクスの“ライゾマティクス
デザイン”部門を演出プランナーに採用し、独自の文化や新しい価値観を生み出し続ける渋谷だからできる、
景色を眺めるだけにとどまらない展望施設の形を追求しています。日本最大級の屋上展望空間「SKY STAGE」
、
14 階～45 階 上昇空間「SKY GATE」、46 階 屋内展望回廊「SKY GALLERY」の 3 つのゾーンで構成され、
渋谷上空ならではの非日常的な空間演出と圧倒的な“解放感”を味わいながら 360°一望できるパノラマビュー
の眺望が話題となり、多くの方にご来場いただいています。また、フォトスポットとしても人気で、SNS では
多くの投稿が見られます。
名
称：
フ ロ ア：
高
さ：
営業面 積：
営業時 間：
休 館 日：

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 ㎡
9:00～23:00（最終入場 22:00） ※年末年始の営業時間は、変更となる可能性があります。
年中無休 ※但し、臨時休館となる可能性があります。

■SHIBUYA SKY 入場チケット
（料金はすべて税込）
購入方法
大人（18才以上）
中・高校生
小学生
幼児（3～5才）
3才未満

WEBチケット（チケット予約）
オフィシャルWEBサイト
1,800円(税込)
1,400円(税込)
900円(税込)
500円(税込)
無料

窓口チケット（当日券のみ）
14階チケットカウンター
2,000円(税込)
1,600円(税込)
1,000円(税込)
600円(税込)
無料

※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可能性があります。
＜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。
＜ご入館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、オフィシャル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 9:00～21:00（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
■展望施設「SHIBUYA SKY（渋谷スカイ）
」

安心・安全への取り組み

■施設としての取り組み
・チケット販売枚数の制限、入館者数の制限
・従業員の勤務前の検温・健康チェックの実施
・従業員へのマスク・フェイスガード・手袋の着用、手洗い・手指消毒・うがい徹底の励行
・アクリル板の設置等の飛沫飛散対策の実施
・出入口にアルコール消毒液の設置、消毒液を用いた清掃や貸出備品の除菌・消毒、換気の強化
・館内・バックゾーン各所に三密を避ける啓蒙サインやポスター等の設置
・飲食店の対面座席廃止や客席の間引き
・お手洗い内のジェットタオル、一部アクティビティ＆サービスの利用を中止
■お客さまへのお願い
・ご来館の際は、マスクの着用、入口での検温にご協力ください
※37.5 度以上の発熱が確認された場合は入場をお断りしております
※入館後も咳が止まらない等の症状が確認された場合、当施設責任者の判断により
ご退館いただくことがございます
・館内におけるお客様同士、また従業員との一定の距離の確保をお願いします
・混雑時におけるチケット販売制限、お客様の入館制限にご理解とご協力をお願いします
※詳しくは、オフィシャル WEB サイトや施設内にて掲示している案内サインなどでご確認ください。何卒
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

＜渋谷スクランブルスクエア 概要＞
名
称 ：
渋谷スクランブルスクエア／SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE
事業主体 ：
東急㈱、東日本旅客鉄道㈱、東京地下鉄㈱
所
在 ：
東京都渋谷区渋谷 2 丁目 24 番 12 号
用
途 ：
事務所、店舗、展望施設、駐車場など
延床面積 ：
第Ⅰ期（東棟）約 181,000 ㎡、第Ⅱ期（中央棟・西棟）約 96,000 ㎡
階
数 ：
第Ⅰ期（東棟）地上 47 階 地下 7 階、
第Ⅱ期（中央棟）地上 10 階 地下 2 階、
（西棟）地上 13 階 地下 5 階
高
さ ：
第Ⅰ期（東棟）約 230ｍ、第Ⅱ期（中央棟）約 61ｍ、
（西棟）約 76ｍ
設 計 者 ：
渋谷駅周辺整備計画共同企業体
※㈱日建設計、㈱東急設計コンサルタント、㈱JR 東日本建築設計、
メトロ開発㈱
デザインアーキ テクト ：
㈱日建設計、㈱隈研吾建築都市設計事務所、㈲SANAA 事務所
運営会社 ：
渋谷スクランブルスクエア㈱
※東急㈱、東日本旅客鉄道㈱、東京地下鉄㈱の 3 社共同出資
開
業 ：
第Ⅰ期（東棟）2019 年 11 月 1 日
第Ⅱ期（中央棟・西棟）2027 年度
U R L ：
https://www.shibuya-scramble-square.com

