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推薦地区名

関東地区

候補名

題名：

推薦者

公益社団法人日本サインデザイン協会会員　峰 朗展
日付

平成26 年5月16日

※ウィキペディア「東京タワー」より引用

『東京タワー』
正式名称　　日本電波塔
用途　 電波塔、展望台、科学館
設計者 内藤多仲、日建設計
施工 　　　竹中工務店
建築主 日本電波塔
構造形式 SおよびRC造
敷地面積 15,577.143m2
建築面積 4,470.34m2
延床面積 24,874.87m2
階数 　　　地上16階、地下2階

）m153高抜海（]1[m6.233　　　 さ高
着工 　　　1957年6月29日
竣工 　　　1958年10月14日
所在地 〒105-0011
　　　　　　東京都港区芝公園四丁目2-8
位置 　　　北緯35度39分31秒
東経　　　　139度44分44秒

　実はこの塔、売り上げの内訳では観光による収入が5割を超えている。

　東京近辺を目的地とするツアーや修学旅行などにおける定番の行き先と
して定着している。

　開業翌年の1959年に当時上野動物園が持つ年間入場者記録360万人を
大幅に抜き、来塔者513万人（1 - 12月）を記録。一時落ち込みはあったが、
現在は年間300万人が来塔している。

タワーは地方や海外からの観光客が多く利用し、地元の東京都民は「東京
タワーは『おのぼりさん』が行くところ」と登ったことがないという人もいる。
そのため日本電波塔株式会社では社員の意識改革を行い若手デザイナー
を起用し、イルミネーションなどを企画して来塔者数を増やした。

『東京タワー』
東京の象徴、シンボル性に対して
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推薦者

公益社団法人日本サインデザイン協会会員　峰 朗展
日付

平成26年5月16日

東京タワー入口。

クラブ333。

大展望台1階には一部にガラス張り

の床(ルックダウンウィンドウ)があり、

足下を眺めることができる。

上：大展望台のフロアマップ

下：ランドマーク点字ガイド

東京タワーの歴史（略歴）
1957年（昭和32年）
　　　　5月8日 - 管理会社となる日本電波塔株式会社を創立。
　　　　6月29日 - 着工。
1958年（昭和33年）
　　　　10月9日 - 審査会において愛称「東京タワー」を決定。
　　　　10月14日 - アンテナ（80m）を取り付けて竣工。
　　　　12月23日 - 完工式挙行、正式オープン。
　　　　12月24日 - 9時より一般公開。　
1962年（昭和37年）
　　　　3月29日 - 昭和天皇・皇后夫妻が東京タワーを見学される。天皇が訪れたのは、1958年の竣工以来はじめて。
1965年（昭和40年）
　　　　12月24日 - イルミネーションが連夜の点灯となる。
1966年（昭和41年）
　　　　1月2日 - 来塔者数が3000万人となる。
1971年（昭和46年）
　　　　8月18日 - 来塔者数が5000万人となる。
1973年（昭和48年）
　　　　10月10日 - 体育の日に大展望台までの外階段を駆け上る体力テストを開始。
1988年（昭和63年）ロゴマークを変更。
1989年（昭和64年／平成元年）
　　　　1月1日 - これまでの輪郭のみの点灯から全体を照らすライトアップが開始された。
　　　　7月25日 - 来塔者数が1億人となる。
1998年（平成10年）
　　　　12月23日 - ノッポン誕生。
2005年（平成17年）
　　　　12月25日 - 大展望台にハート形のイルミネーションを始める。
　　　　『日本電波塔』としてDOCOMOMO JAPAN選定 日本におけるモダン・ムーブメントの建築に選定。
2006年（平成18年）
　　　　9月29日 - 来塔者数が1億5000万人となる。
2009年（平成21年）
　　　　5月8日 - ロゴマークの変更。
　　　　10月16日 - 来塔者数が1億6000万人となる。
2010年（平成22年）
　　　　3月29日 - 建設中の東京スカイツリーが高さ338mに到達したため、日本で2番目に高い建造物となる。

1961年ごろの外観

『東京タワー』
東京の象徴、シンボル性に対して

※ウィキペディア「東京タワー」より引用
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『東京タワー』
東京の象徴、シンボル性に対して

※http://www.tokyotower.co.jp/より引用

特別ライトアップ
乳ガン早期発見啓発キャンペーン
東京タワーピンクライトアップ
20 0 0年～毎年10月1日に実施予定

世界糖尿病デー
ブルーライトアップ
20 0 7年～2 0 1 1年  1 1月1 4日

ダイヤモンドヴェール

　「ダイヤモンドヴェール」は全部で17段ある光の階層それぞれが、七色に変
化する機能をもち、色ごとに、メッセージが込められています。
　メッセージの中心となっているのは、愛、地球、環境、平和を守る心をはぐぐ
むことです。

ランドマークライト

　東京タワーのランドマークライトは、18 0個の電球でライトアップされていま
す。「ランドマークライト」には「冬バージョン」と「夏バージョン」の2パターンが
あります。1年12ヶ月のうち、約9ヶ月はこの冬バージョンが使われています。そ
して残り3ヶ月が夏バージョン。
　夏の ランドマークライトは「メタルハライドランプ」と呼ばれるシルバーライ
トを使用し、白色を基調にすっきりと涼しげなイメージが特徴です。毎年7月7日
七夕の夜から夏型ライトアップに変更します。
　冬の ランドマークライトは「高圧ナトリウムランプ」と呼ばれるオレンジ色の
ライトで冬の透き通った空気の中で、よりいっそう輝きを増します。毎年10月2
日の夜から冬型ライトアップに変更します。

ダイヤモンドヴェール

　「ダイヤモンドヴェール」は全部で17段ある光の階層それぞれが、七色に変
化する機能をもち、色ごとに、メッセージが込められています。
　メッセージの中心となっているのは、愛、地球、環境、平和を守る心をはぐぐ
むことです。

ランドマークライト

　東京タワーのランドマークライトは、18 0個の電球でライトアップされていま
す。「ランドマークライト」には「冬バージョン」と「夏バージョン」の2パターンが
あります。1年12ヶ月のうち、約9ヶ月はこの冬バージョンが使われています。そ
して残り3ヶ月が夏バージョン。
　夏の ランドマークライトは「メタルハライドランプ」と呼ばれるシルバーライ
トを使用し、白色を基調にすっきりと涼しげなイメージが特徴です。毎年7月7日
七夕の夜から夏型ライトアップに変更します。
　冬の ランドマークライトは「高圧ナトリウムランプ」と呼ばれるオレンジ色の
ライトで冬の透き通った空気の中で、よりいっそう輝きを増します。毎年10月2
日の夜から冬型ライトアップに変更します。

参考：2013年実施のライトアップ
1月18日(金)
　ガンバレ！受験生　サクラサク　ピンクダイヤモンドヴェール
1月29日(火)
　FULL CONTROL TOKYO　イベントライトアップ
2月23日(土)
　東京マラソン2013開催記念　リボンゴールドダイヤモンドヴェール
3月4日(月)～7日(木)
　2020年オリンピック・パラリンピック招致　スペシャルダイヤモンドヴェール
3月10日(日)・11日(月)
　KIZUNA ARATANI光のメッセージ
3月11日(月)
　哀悼の光
3月23日(土)
　アースアワーに賛同し消灯
4月2日(火)
　世界自閉症啓発デー　ブルーライトアップ
4月25日(木)
　六本木ヒルズ10周年記念　レインボーダイヤモンドヴェール
5月1日(水)
　天皇皇后両陛下御来塔記念　特別ダイヤモンドヴェール
5月15日(水)
　Ｊリーグ開幕20周年記念　特別ダイヤモンドヴェール
5月30日(木)
　2020五輪 東京開催熱望　ダイヤモンドヴェール
6月4日(火)
　SAMURAI BLUE応援ライトアップ
6月5日(水)
　祝！サッカー日本代表W杯出場決定！　SAMURAI BLUEライトアップ
6月21日(金)
　夏至ライトダウンに賛同し消灯
7月7日(日)
　七夕ライトダウン
7月18日(木)～21日(日)
　ドラえもんブルースペシャルライトアップ
8月1日(木)
　IKEAこどもマーチ特別ライトアップ
8月13日(火)
　伝統的七夕　ライトダウン2013
9月2日(月)～4日(水)
　ドラえもん誕生日　特別ライトアップ
9月5日(木)
　2020五輪 東京開催熱望　ダイヤモンドヴェール
9月8日(日)～14日(土)
　祝！東京2020オリンピック・パラリンピック開催決定！　特別ダイヤモンドヴェール
9月15日(日)
　心・血管病予防デー　グリーンライトアップ
10月1日(火)
　乳がん早期発見啓発キャンペーン　ピンクダイヤモンドヴェール
11月1日(金)
　子宮頸がん予防啓発プロジェクト　Hellosmileオレンジライトアップ
11月4日(月)
　～浜松町グリーンサウンドフェスタ～浜祭開催記念　ダイヤモンドヴェール
11月9日(土)
　NIKEFUEL×東京タワー開業55周年記念イベントライティング
11月12日(火)
　女性に対する暴力をなくす運動2013　パープルライトアップ
12月15日(日)～25日(水)
　祝！東京2020オリンピック・パラリンピック開催決定！　特別ダイヤモンドヴェール
12月31日(火)
　オリンピックカラーダイヤモンドヴェール

※公式HP記載によると2002FIFAワールドカップ開催記念で2002年5月25・26日辺りから
　の演出と思われる


