
  
【―般の方のお問い合わせ】 

 
東京スカイツリーコールセンター   ＴＥＬ ０５７０－５５－０６３４ （９：００～２０：００) 
東京ソラマチコールセンター   ＴＥＬ ０５７０－５５－０１０２（１０：００～２１：００) 

 
 
 

 東京ソラマチ®各店では、東京ソラマチ限定のかわいいリボンを飾ったケーキや、思わず手に取ってみたく 

なるサンタとトナカイのプチケーキ、クリスマス当日まで楽しめるカフェスイーツなどが登場します。     

また、東京スカイツリー®のライティングやきらめく夜景を眺めながら食事が楽しめる特別ディナーなど、   

クリスマスシーズンならではのグルメも楽しめます。 

 さらに東京スカイツリーの天望デッキにある「ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ」では、クリスマス限定メニューを  

販売するほか、東京スカイツリーオフィシャルショップ「ＴＨＥ ＳＫYＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」では、フランスの    

国民的お菓子であるシューケットなどのスイーツやクリスマス限定グッズなどを販売します。 

 東京スカイツリータウンのクリスマスを、ぜひお楽しみください。 
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色とりどりのケーキや思わず手に取ってみたくなるスイーツが登場 
ニューショップ・リニューアルショップのスイーツからも目が離せない 
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東京ソラマチ® クリスマスケーキ・スイーツ・グルメ情報 

TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER ※価格は全て８％の税込です。販売期間などは変更になる可能性があります。 

色とりどりの多彩なクリスマスケーキ 

ソラマチ限定煌めく星のクリスマス  
１ホール（約１２cm） ￥３，４５６ 

旬風 一期一会（タワーヤード２階） 

予約期間：受付中～１２月１７日（日） 

販売期間：１２月２２日（金）～１２月２５日（月） 

ふわふわのスポンジ生地にカスタードクリームとホイップ 
クリームをサンドしたソラマチ限定のケーキです。 
 

クリスマス ガトー オ ショコラ  
１ホール（１１．７cm） ￥３，７８０ 

ゴディバ（イーストヤード２階） 

販売期間：１２月１日（金）～１２月２５日（月） 

ミルクチョコレートとチョコレートソースを練り込み、  
じっくりと焼き上げています。 

ＮＥＷ 
ＳＨＯＰ 

エトワール・アン・フレーズ  

１ホール（１８ｃｍ） ￥６，４８０ 

銀座ブールミッシュ（タワーヤード２階） 

予約期間 : 受付中～１２月１５日（金） 

販売期間：１２月２２日（金）～１２月２５日（月） 

ソラマチでしか手に入らない、かわいいピンクのリボンを   
飾った華やかなショートケーキをお楽しみいただけます。 
※期間中、５５個限定販売。 

※予約が限定数に達した場合、店頭での販売なし。 

ミルクチーズケーキ  
１ホール（１２cm） ￥１，８３６ 

東京ミルクチーズ工場（タワーヤード２階） 

予約期間：受付中～１２月２１日（木） 

販売期間：１２月１日（金）～１２月２５日（月） 

クレープ生地で包み込んだ、チーズムースとミルクムースの
２層仕立てです。 

ＲＥＮＥＷＡＬ 
ＳＨＯＰ 

ベリーソースのフロマージュ  

１ホール（１５ｃｍ） ￥３，４００ 

チーズガーデン（タワーヤード２階） 

予約期間：１１月１３日（月）～１２月２２日（金） 

販売期間：１２月２３日（土・祝）～１２月２５日（月） 

マスカルポーネを使ったムースの中に、ベリー類のソースを
閉じ込めました。※期間中、４０個限定販売。 

銀座のジンジャー（タワーヤード２階） 

予約期間：受付中～１２月１０日（日） 

販売期間：１２月２０日（水）～１２月２５日（月） 

チョコレートムース、フランボワーズムース、木苺のジュレ
が組み合わさったソラマチ限定のノエルケーキです。甘みと
酸味のコントラストが華やかな大人の味わいです。 
※期間中、３０個限定販売。 

フランボワーズショコラ  

１ホール（１１．５ｃｍ） ￥２，９７０ 

ＲＥＮＥＷＡＬ 
ＳＨＯＰ 
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クリスマス当日も楽しめる カフェスイーツ 

よつ葉の白いパフェ ￥６３０ 

  

X’mas限定ワッフルプレート ￥１,０００ 

  

※価格は全て８％の税込です。販売期間などは変更になる可能性があります。 

マシュマロクリスピーケーキ 
左) もこもこサンタ（クッキー＆ミルク風味） 
右）とことこトナカイ（ストロベリーチョコ風味） 
各￥５０８ 

左）サンタクロース 中央）プチツリー 右）ルドルフ 
各￥６４８円 

  旬風 一期一会（タワーヤード２階） 

予約期間：受付中～１２月１７日(日） 

販売期間：１２月２２日（金）～１２月２５日（月） 

クリスマスモチーフをテーマにした３種類のかわいらしい  
プチケーキです。 

ｐｏｎ ｐｏｎ  × Ｃｈｒｉｓ．Ｐ（イーストヤード２階） 

販売期間：販売中～なくなり次第終了 

クリスマスらしいサンタとトナカイのふわふわさくさくの  
クリスピーケーキです。かわいらしいひとくちサイズで   
お楽しみください。 

クリスマスワッフルドルチェ ￥９１８（３個１セット） 

  ワッフル・ケーキの店 R.L（エール・エル） 
（タワーヤード２階） 

予約期間：１２月１日（金）～１２月２２日（金） 
販売期間：１２月２２日（金）～１２月２５日（月） 

世界で活躍する絵本作家の谷口智則氏とコラボレーションし、
華やかにデコレーションしたふんわりワッフルのクリスマス
ケーキです。切り分ける必要がなく、ミニサイズでパーティ 
にもぴったりです。 ※期間中、１２０個限定販売。 

ビーア グッド ネイバー コーヒー キオスク 
（イーストヤード２階） 

販売期間：１２月１日（金）～１２月２５日（月） 

クリスマス限定のホームメイドワッフルです。バニラアイスに
ミックスベリーのソースとピスタチオをトッピングしています。
お 好 き な ド リ ン ク と セ ッ ト で お 楽 し み い た だ け ま す 。     
※なくなり次第終了。 

ミルク&パフェ よつ葉ホワイトコージ 
（ウエストヤード３階） 

販売期間：通年 

ソフトクリーム、ミルクプリンなど乳製品をふんだんに  
使ったシンプルながらもこだわりの一品です。 

クリスマス限定陶器に入ったケーキ 
左）クリスマスフレーズ 中央）クリスマスフロマージュ 

右）クリスマスショコラ） 各￥５９４ 

銀座ブールミッシュ（タワーヤード２階） 

予約期間：受付中～１２月１５日(金） 

販売期間：１２月２２日（金）～１２月２５日（月） 

サンタが描かれたクリスマス限定の陶器に入ったかわいい   
スイーツです。※期間中、各５０個限定販売。 

    自分へのご褒美や友達のお土産へ思わず手に取りたくなる プチスイーツ 

ＲＥＮＥＷＡＬ 
ＳＨＯＰ 

ＮＥＷ 
ＳＨＯＰ 
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きらめく夜景を眺めて スペシャルクリスマスメニュー 

＜東京ソラマチ®  ３０階・３１階＞ 

＜東京スカイツリー®  Ｓｋｙ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ６３４ （musashi）＞ 

東京スカイツリータウン® グルメ情報 

クリスマスコース ￥１５，０００ 

ブラッスリーオザミ（イーストヤード３０階） 

予約期間：受付中 
販売期間：１２月１５日（金）～１２月２５日（月） 

世界三大食材のキャビア・フォアグラ・トリュフに加え   
オ マ ー ル 海 老 が 付 い た コ ー ス で す 。 メ イ ン 料 理 は      
国産牛フィレ肉のポワレのソラマチ限定コースです。 
※ディナータイムはサービス料１０％がかかります。 

Christmas  dinner “２０１７”  ￥１２，９６０ 

天空ラウンジ TOP of TREE 
（イーストヤード３１階） 

予約期間：１１月２２日（水）～ 
販売期間：１２月２２日（金）～１２月２５日（月） 

スカイツリーの先端まで見渡せる夜景を楽しみながら全１５
品のフルコースを味わえます。 

クリスマス特別ディナーコース  
￥２５，０００円（税・サービス料込/1名様） 
期     間：１２月２２日（金）～１２月２５日（月） 
時     間：１７：００~２３：００（最終予約時間２０：００） 

【問い合わせ・予約】０３－３６２３－０６３４（１０：００～１８：００） 

 

地 上 345 メ ー ト ル の き ら め く 光 の 夜 景 を 眺 め な が ら 
落ち着きある雰囲気の中、江戸の粋とフランス料理の 
雅さを融合した「東京キュイジーヌ」料理をご堪能。 
※別途、天望デッキへの入場券が必要です。 
※クリスマスコースは中学生以上が対象です。 
※その他鉄板特別コースなどもあります。 
※ドレスコードをスマートカジュアルで設けております。 

angeloコース ￥2０，０００ 

Issare shu cielo （イーストヤード３０階） 

予約期間：受付中 
販売期間：１２月２２日（金）～１２月２５日（月） 

窓際席のリザーブとシャンパンのハーフボトルが付いた   
ソラマチ限定のコースです。特別な日にこだわりのコースを   
お楽しみください。 

クリスマスコース ￥１５，０００～２５，０００ 

LA SORA SEED FOOD RELATION 
RESTAURANT（イーストヤード３１階） 

予約期間：受付中～ 
販売期間：１２月２３日（土・祝）～１２月２５日（月） 

クリスマスなどの特別な日に最適なフルコース。最高の素材
を活かす「奥田流イタリアン」の料理をお楽しみください。 

画像提供：東武ホテルマネジメント          
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東京スカイツリー オフィシャルショップ 「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」 限定商品 

スヌーピー マグカップ クリスマス２０１７  

￥９７２ 

ソラカラちゃん ２４ｃｍ（S）クリスマス２０１７ 
￥２，２６８ 

〔資生堂パーラー〕東京スカイツリー  

チョコレートケーキ ￥１，９４４ 

〔上野凮月堂〕ソラカラちゃん  東京カラメリゼ 
シューケット ２０１７クリスマス ￥１，０８０ 

天望デッキ フロア３５０ 「ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ」 クリスマス限定スイーツ 

東京スカイツリー® クリスマス限定商品・スイーツ情報 

※価格は全て８％の税込です。販売期間などは変更になる可能性があります。 

販売期間：１１月２日（木）～１２月２５日（月） 

ブランデーリキュールでカカオの美味しさを引き立てた大人
のケーキです。パッケージは、東京スカイツリーを文字で表
現したオリジナルデザインです。 

販売期間：１１月２日（木）～１２月２５日（月） 

こだわりのシュー生地にキャラメルソースをコーティングした
お菓子です。クリスマスツリーの形をしたクリスマス限定  
パッケージです。 

 

販売期間：１１月２日（木）～１２月２５日（月） 

スヌーピーと仲間たちが、スカイツリーをはじめ都会の夜景
をバックに楽しくスケートしているアートが描かれた期間 
限定商品です。 

 

販売期間：１１月２日（木）～１２月２５日（月） 

ソラカラちゃんのクリスマスコスチュームに合わせてデザイン
されたぬいぐるみです。ヒイラギの髪飾りとふわふわのファー
がアクセントのかわいいデザインです。 

 

左）クリスマスのピスタチオソフト 
右）クリスマスのコーヒーソフト 

各￥５８０ 

販売期間：１１月９日（木）～１２月２５日（月） 

SKYTREE CAFEにて人気のスカイソフトに、クリスマス  
限定でそれぞれピスタチオソース、コーヒーソースをかけ、
星型の砂糖菓子とジンジャーマンのオーナメントチョコを
トッピングしました。クリスマス限定のスイーツをお楽しみ
ください。 
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（フロア３４５限定） （１F・５F・フロア３４５） 

（１F・５F・フロア３４５） （１F・５F・フロア３４５） 


