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煌めくイルミネーションやスカイツリーのライティング、夜景とともに大切な時間を過ごせる

令和最初の東京スカイツリータウン®

クリスマスメニュー・スイーツ＆ギフト
クリスマス限定メニューやお家クリスマスにぴったりなクリスマスケーキ

大切な人や自分へのギフト、スカイツリーを満喫できる特別なチケットを販売

東京スカイツリータウンでは、２０１９年１１月７日（木）から始まる、煌めくイルミネーションや東京
スカイツリー®の限定ライティングとともに楽しめるクリスマスメニューやお家で過ごすクリスマスにぴったりな
スイーツやギフトが登場します。

東京ソラマチ®30階・31階レストランでは、この時期の東京スカイツリークリスマス限定ライティング
「シャンパンツリー」や「キャンドルツリー」と、美しい夜景を眺めながら大切な時間を過ごせる
クリスマス限定メニューを販売。また６階・７階レストランでは、お寿司や天ぷらをメインにした和風
クリスマスメニューや松坂牛を贅沢に使った特別メニューをお楽しみいただけます。

東京ソラマチ２階スイーツ店舗では、フルーツをトッピングしたクリスマスツリータルトや東京ソラマチ限定の
クリスマスケーキ、お家でのクリスマスにぴったりで、パーティー気分を盛り上げるテイクアウトスイーツを販売
します。

東京スカイツリー「ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ」では、クリスマス期間限定のソフトクリームやドリンクをご用意
しています。また東京スカイツリーオフィシャルショップ「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」では、ダッフル
コートを着た公式キャラクター ソラカラちゃんの冬限定マスコット、東京ソラマチ各店舗では、クリスマス限定商品
などお持ち帰りギフトを揃えています。

“家族や友人、恋人など大切な人と過ごす”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。



東京ソラマチ®にある30階・31階のソラマチダイニングスカイツリービューでは、東京スカイツリー®の

クリスマス限定ライティングや美しい夜景を眺めながら、クリスマス限定のメニューを楽しめます。厳選された

素材を使った予約コースを味わう上質な時間は、大切な人と過ごす特別な日にぴったりです。

夜景を眺めながら大切な時間を過ごせるクリスマス限定メニュー

TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER

＜LA SORA SEED FOOD RELATION RESTAURANT＞（イーストヤード３１階）
クリスマスディナーコースＡ
￥１５，０００

予約期間：９月２１日（土）～
販売期間：１２月２１日（土）～

１２月２５日（水）

伊勢海老、A5の和牛、フォア
グラ、キャビア、トリュフ
など国産高級食材をふんだん
に活かした独創的な「奥田流
イタリアン」フルコースで、
特別なクリスマスを豪華に
盛り上げます。
※その他コースメニューあり

＜ブラッスリーオザミ＞（イーストヤード３０階） ＭｅｎｕＮｏｅｌクリスマスコース ￥１６，５００

予約期間：１０月１日（火）～
販売期間：１２月１３日（金）～１２月２５日（水）

トリュフやオマール海老、国産牛フィレ肉
など厳選された豪華食材を使った料理を
堪能できる、特別な夜のクリスマス限定
スペシャルコース。スカイツリーを目の前
に、その横に大きく広がる東京湾の絶景も
お楽しみください。

予約期間：１１月１日（金）～
販売期間：１２月２１日（土）～１２月２５日（水）

トップレベルの肉質と風味を
備えた和歌山県産熊野牛と
オマールエビを盛り込んだ特別
ディナー。
窓際確約コースですので30階から
の絶景もお楽しみください。
※その他コースメニューあり

＜Issare shu cielo＞（イーストヤード３０階）

※価格は全て税込です。消費税法の改正に伴う軽減税率制度により、商品によって適用税率が異なります。
※商品内容や販売期間などが変更になる可能性があります。商品はなくなり次第販売を終了します。画像はイメージです。

1.東京スカイツリータウン® クリスマスメニュー・スイーツ

※別途サービス料あり

※シャンパンハーフボトル付き

※乾杯ドリンク付き
※サービス料込み

Tiamo Corso ¥ ２２，０００
Amore Corso ￥１９，８００
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＜天空ラウンジ TOP of TREE＞（イーストヤード３１階）

メインのお肉料理は北海道産
サロマ黒牛のサーロインと
フォアグラを使った逸品。
また、スカイツリーの1/1000
サイズのアミューズタワーに
は8種の前菜をクリスマス
バージョンでご提供しクリス
マスの夜を彩ります。
※写真はイメージとなります

天空クリスマスディナー ￥１６，５００

予約期間：１０月２４日（木） ～
販売期間：１２月２１日（土）～１２月２５日（水）

雪ダルマをモチーフにしたポテト
サラダやミートパイなどのオード
ブル盛り合わせ、ブイヤベース、
飛騨牛ローストビーフなど、スペ
シャルディナーをお楽しみください。

※完全予約制（御予約は前日まで）

<BEER&SPICE SUPER"DRY">（イーストヤード３０階）

＜摩天楼＞（イーストヤード３１階）

カウンターの鉄板で調理される
黒毛和牛のサーロインステーキ
やクリスマス限定の三大珍味を
素材にした料理など、３１階

からの夜景と共にご堪能ください。

※写真はイメージとなります。
※コース内容は一部変更となります。

クリスマス限定黒毛和牛サーロインステーキコース

¥２０，０００

予約期間：１０月１日（火）～
販売期間：１２月２１日（土）～１２月２５日（水）

2019Xmas Special Dinner ￥９，０００

予約期間：１１月１日（金）～
販売期間：１２月２１日（土）～１２月２５日（水）

※価格は全て税込です。消費税法の改正に伴う軽減税率制度により、商品によって適用税率が異なります。
※商品内容や販売期間などが変更になる可能性があります。商品はなくなり次第販売を終了します。画像はイメージです。

夜景を眺めながら大切な時間を過ごせるクリスマス限定メニュー

※乾杯ドリンク付き



＜江戸 東京 寿し常＞（イーストヤード７階）

販売期間：１１月７日（木）～１２月２５日（水）

店長おまかせクリスマスペアセット
￥６，３８０

＜お肉の専門店 スギモト本店＞（イーストヤード６階）

松阪牛Ｘ‘ｍａｓディナーメニュー
￥８，７００

＜天ぷら 新宿 つな八＞（イーストヤード７階）

クリスマスペアメニュー
￥８，８００

松阪牛のサーロインをメインにしたクリスマス
限定の特別メニュー。
すき焼き仕立てのステーキや目の前で炙って
完成させる肉寿司など、松阪牛を存分にお楽しみ
ください。

キノコやレンコン、牡蠣など冬の食材を
ふんだんに使った数量限定のペアメニュー。
乾杯ドリンク付きなので、気軽に本格的な天ぷらを
ご堪能ください。

東京ソラマチ®の６階・７階ソラマチダイニングでは、お寿司や天ぷらなどの和風クリスマスメニューなど、

家族や友人・恋人とクリスマスを楽しめる店舗が揃っています。
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ソラマチダイニングの粋な和風クリスマスメニュー

※価格は全て税込です。消費税法の改正に伴う軽減税率制度により、商品によって適用税率が異なります。
※商品内容や販売期間などが変更になる可能性があります。商品はなくなり次第販売を終了します。画像はイメージです。

販売期間：１２月１日（日）～１２月２５日（水）

販売期間：１２月１６日（月）～１２月２５日（水）

旬の食材を使用したお造りと握り寿司のペア
セット。生ビールやグラスワイン（赤・白）
などのお酒を選べるドリンク付きペアセット
です。

※ドリンク付き

※乾杯ドリンク付き
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天望デッキの優先入場と地上３５０メートルにある「SKYTREE CAFE」での
スパークリングワインとチョコブラウニーがセットになった特別チケットを
販売します。日本夜景遺産に認定された展望台からの夜景を眺めながら、
大切な人やご友人と特別な夜をお過ごしください。

※お一人様からお申込みいただけます。
※購入後、キャンセルはできません。
※スパークリングワインはその他のドリンクに変更可能です。

■期 間 １１月７日（木）～１２月２５日（水）
■入場時間 １７：００～２０：００
■料 金 平日 ２，４００円、土・日・祝日 ２，６００円
■購入方法 東京スカイツリー公式HP http://www.tokyo-skytree.jp/
■販売枚数 １日５０名様（予定）
■内 容 ・東京スカイツリー天望デッキへのご入場

・天望デッキ フロア３５０「SKYTREE CAFE」での
ロゼスパークリングワイン１杯とチョコブラウニー

△ロゼスパークリングワインとチョコブラウニー２名様分
（写真はイメージです。）

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 「SKYTREE CAFE」 クリスマスメニュー

スカイツリーを満喫できる東京スカイツリー®ナイトビューチケット

<東京スカイツリータウン®の庭～空とグランピングとBBQ～>（ウエストヤード４階）

東京スカイツリー®を見上げながら楽しめるクリスマスのグランピング

東京スカイツリータウン®の庭 特別クリスマスプラン

￥１５，０００（１名様） ※2名様より利用可能

予約期間：１１月１日（金）～１２月２１日（土）
販売期間：１２月１日（日）～１２月２５日（水）

※価格は全て税込です。消費税法の改正に伴う軽減税率制度により、商品によって適用税率が異なります。
※商品内容や販売期間などが変更になる可能性があります。商品はなくなり次第販売を終了します。画像はイメージです。

今年８月にオープンして以来、初めてのクリスマスを迎える「東京
スカイツリータウン®の庭～空とグランピングとBBQ～」では、
ブイヤベースやハーブチキン、カレーなどダッチオーブンを使った
料理やクリスマスケーキ等を堪能できる特別クリスマスプランを
ご用意。２名様から利用可能なプランです。クリスマスならではの
ロマンチックな雰囲気をお楽しみください。

©TOKYO-SKYTREE

クリスマスソフト ￥６００

濃厚な宇治抹茶のソフトクリームに星形
のチョコとカラフルなマシュマロの
オーナメントが付いたクリスマス期間
限定のソフトクリームです。

販売期間：１１月７日（木）～１２月２５日（水）

©TOKYO-SKYTREE

バニララテ ￥６００ キャラメルミルクティーカクテル
￥７５０

エスプレッソとミルクフォームにバニラ

シロップを加えたクリーミーなカフェラテ。

寒い日にもおすすめのホットドリンクです。

販売期間：１１月７日（木）～１２月２５日（水）

ミルクをたっぷり使った甘口で飲みやすい

紅茶のカクテル。ほのかなウォッカの香り

とキャラメルの模様で見た目も華やかに

仕上げたアルコールメニューです。

販売期間：１１月７日（木）～１２月２５日（水）

http://www.tokyo-skytree.jp/


予約期間:１１月１日（金）～１２月１５日（日）
販売期間:１２月２１日（土）～１２月２５日（水）

＜銀座のジンジャー＞
（タワーヤード２階）
フロマージュシトロン
¥２，９７０

金色の星が輝く華やかなソラマチ限定ケーキ
です。コクのあるホイップクリームといちごに
加えて、カスタードクリームの層が入った贅沢
な味わいのショートケーキです。

＜旬風 一期一会＞
（タワーヤード２階）
星降る夜のクリスマス
¥３，５６４（４号）

＜銀座ブールミッシュ＞
（タワーヤード２階）
ボヌール・ドゥ・ノエル
¥６，４８０（６号）

予約期間：１１月１日（金）～１２月１３日（金）
販売期間：１２月２１日（土）～１２月２５日（水）

今年注目が集まるマカロンを飾ったソラマチ限定の
ケーキ。人気のイチゴショートケーキをカラフルな
マカロンでデコレーション。クリスマスらしく
華やかに仕上げました。限定50個販売。

予約期間:１０月１日（火）～１２月１７日（火）
販売期間:１２月２２日（日）～１２月２５日（水）

＜パティスリーキハチ/ベイカーズカスタード＞
（タワーヤード２階）
ピスターシュロワ
¥３，２４０ ピスタチオの濃厚な味と香りを楽しめる、

クリスマスカラーが美しいケーキ。甘酸っぱい
果肉入りジュレが味わいのアクセント。

＜スイーツハートツリー＞
（タワーヤード２階）
ブッシュ・ド・ノエル
¥４，１０４（１６cm）

濃厚なショコラのコクとたっぷりの果実や
ナッツが堪能できる、大人向けのブッシュ・
ド・ノエル。

予約期間:１１月１日（金）～１２月１０日（火）
販売期間:１２月２３日（月）～１２月２５日（水）

予約期間:１１月１日（金）～１２月２０日（金）
販売期間:１２月１５日（日）～１２月２５日（水）
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東京ソラマチ®では、お家クリスマスにぴったりな色とりどりで多彩なクリスマスケーキやパーティー気分
を盛り上げる、クリスマスモチーフのプチケーキやドーナツなどを販売します。

オセアニアのチーズを使用したさっぱりしたレア
チーズと、アーモンド生地を重ねたケーキに、
ほどよい酸味のレモンクリームを重ねました。

東京ソラマチのお家クリスマスにぴったりなクリスマスケーキ

※価格は全て税込です。消費税法の改正に伴う軽減税率制度により、商品によって適用税率が異なります。
※商品内容や販売期間などが変更になる可能性があります。商品はなくなり次第販売を終了します。画像はイメージです。

＜キル フェ ボン＞
（イーストヤード２階）
～タルトプレミエ～
クリスマスツリーのタルト
￥８，０００

（4～５名様用）
¥１４，０００

（8～１０名様用)

予約期間：１０月２８日（月）～
販売期間：１２月２０日（金）～１２月２５日（水）

色とりどりのフルーツをふんだんに飾った
華やかなクリスマスツリーのタルトです。
チョコチップ入りのアーモンドクリームを
じっくりと焼き上げ、もみの木のハチミツ

を使用したババロアと組み合わせました。



販売期間：１０月２３日（水）～

あわ雪みたいに、ふわっふわっで
エアリーなスノーシアのボディ＆
ハンドクリーム。ほんのり甘い
華やかな香りが特徴です。

上）Ｘ‘ｍａｓジャガード２.５角マチがま口

¥１，３２０

下）Ｘ‘ｍａｓジャガード４.０くしマチ

￥１，７６０

＜まめぐい＞
（イーストヤード４階）
まめぐいサンタクロース
雪だるま
ホワイトクリスマス
各￥５５０

販売期間：１１月１日（金）～

飴やあられなどのお菓子を、サンタ
クロースやホワイトクリスマスの
まめぐいでラッピングします。
クリスマスシーズンにぴったりなお
手軽ギフトです。

※中身は別売り￥３８８～

＜ロクシタン＞
（イーストヤード２階）
フェスティブガーデン スノーシア
ボディ＆ハンド ￥５，５００

TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER ※価格は全て税込です。消費税法の改正に伴う軽減税率制度により、商品によって適用税率が異なります。
※商品内容や販売期間などが変更になる可能性があります。商品はなくなり次第販売を終了します。画像はイメージです。

2.東京スカイツリータウン® クリスマス限定ギフト

東京ソラマチ® で見つけた！テイクアウトスイーツ＆クリスマス限定商品

＜ワッフル・ケーキの店 R.L（エール・エル）＞

（タワーヤード２階）
ちいさなワッフルクリスマス
(チョコ／ホワイト）
各¥４８６

予約期間：１１月１日（金）～１２月２３日（月）
販売期間：１２月２０日（金）～２５日（水）

ふんわりワッフル生地といちご、チョコ、
ホイップクリームなどシンプルな素材で
親しみやすくバランスよい味わいに仕上げ
ました。食事の後でもつい手が出るプチ
サイズの食べやすさもうれしいポイントです。

＜pon pon×Chris.P＞
（イーストヤード２階）
上）Happy Wreath
（ハッピーリース） ￥５3０

中）もこもこサンタ ￥５０８
下）とことこトナカイ ¥５０８

販売期間：１１月１５日（金）～

＜クリスピー・クリーム・ドーナツ＞
（タワーヤード２階）
ホリデーダズン
¥２，１６０(１２個入り)

販売期間：１１月１３日（水）～１２月２５日（水）

人気のサンタクロースと2019年限定の
ベビースノーマンをはじめ、1番人気の
オリジナル・グレーズド®を詰め合わせた
ホリデーダズン。パーティーやお土産に
ぴったりな商品です。

真っ赤な帽子とおひげがポイントの
“もこもこサンタ”はクッキー＆ミルク風味
のクリスマス限定クリスピーケーキ。
他にも、クリスマス時期ならではの
“トナカイ”と“リース”も揃います。

販売期間：１１月１日（金）～１２月２５日（水）

＜ぽっちり＞（イーストヤード４階）

クリスマスツリーと雪だるまをイメージした

クリスマス限定のがま口。化粧ポーチや小銭

入れ、小物入れなどにぴったりなサイズです。



左）ソラカラちゃん

ウィンターコレクションS

¥２，２００

右）ソラカラちゃん

ウィンターコレクションマスコット

¥１，３７５

販売期間：１１月７日（木）～

ダッフルコートを着た冬限定の
ソラカラちゃんのぬいぐるみと
マスコット。

（1階・5階・フロア450）

スカイツリー限定チャーム付

ステンドグラス風ストラップ

（ペア）￥１，９８０

販売期間：１１月７日（木）～

赤と緑のライティングをイメージ
したスカイツリーにウォーター
ドームチャームがセットになった
ペアストラップです。（1階・5階・

フロア３４５・フロア４５０）

ソラカラちゃん

コンパクトミラー

￥９６８

販売期間：１１月７日（木）～

ウィンターコレクションデザインの
コンパクトミラー。星型と粒子状の
グリッターが舞うように動きます。
ポケットやカバンに入れて携帯し
やすいサイズ。

（1階・5階・フロア４５０）

TOKYOSKYTREE

プレミアムショコラ

￥１，７０６

販売期間：１１月７日（木）～

新しい味と色の体験をもたらす
ルビーチョコレートを使用した
スカイツリー型のチョコレート
とダイヤカット型のチョコレートを
詰め合わせた季節限定のショコラ
セレクション。

（フロア３４５・フロア４５０）

東京スカイツリー

キャラメルガレット

￥７３４

販売期間：１１月７日（木）～

キャラメル生地のガレットで
ホワイトチョコを閉じ込めた、
ちょっと贅沢なチョコインガレット。
パッケージはウィンターコレクション
限定。

（1階・5階・フロア４５０）

〔本高砂屋〕

ウィンターショコラエコルセ

￥６４８

販売期間：１１月７日（木）～

薄く焼いた生地の外側にミルク・
ホワイト・ストロベリーチョコ
レートをかけた、本高砂屋の冬季
限定商品です。（1階・5階・フロア４５０）

TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER

ソラカラちゃんが可愛い！東京スカイツリー® 「THE SKYTREE SHOP」の限定商品

※価格は全て税込です。消費税法の改正に伴う軽減税率制度により、商品によって適用税率が異なります。
※商品内容や販売期間などが変更になる可能性があります。商品はなくなり次第販売を終了します。画像はイメージです。


