
気軽に沖縄旅行気分を味わえる!！ 
沖縄の名産品を使ったフェアや沖縄音楽ライブ、ステージショーを開催 

その他、暑くなる季節にオススメのひんやりスイーツも登場 

東京スカイツリータウン®  夏グルメ・スイーツ 
 

  
【―般の方のお問い合わせ】 

 
東京ソラマチコールセンター   ＴＥＬ ０５７０－５５－０１０２（１０：００～２１：００) 

東京スカイツリーコールセンター ＴＥＬ ０５７０－５５－０６３４ （９：００～２０：００) 

 

 

 

 

 東京スカイツリータウン®では、２０１８年７月１３日（金）から９月２日（日）まで、東京ソラマチ®の  

６階・７階・３０階・３１階レストランフロアを中心に、沖縄の名産品を使った「沖縄メニューフェア」を 

開催します。また７月１３日（金）～７月１６日（月・祝）の期間では、東京スカイツリータウンで初開催と

なる「第７回美ら島フェスティバル in 東京スカイツリータウン®」を開催します。 

 「沖縄メニューフェア」では、参加店舗にて沖縄を代表する食材ゴーヤや沖縄郷土料理のラフテーなどを 
使用したメニューや、ドラゴンフルーツ、マンゴーなどの沖縄名産のフルーツを使用したスイーツを販売  
します。また東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０の「SKYTREE CAFE」や、「すみだ水族館」で開催 
する世界の金魚紹介とともに金魚と同じ土地で生まれたビールが飲めるイベント「世界の金魚ビアホール」に
おいても、沖縄メニュー・ドリンクを販売します。 

 さらに、東京スカイツリータウンで初開催の「第７回美ら島フェスティバル in 東京スカイツリータウン®」
では、沖縄そばやタコライスなど沖縄の名物料理が味わえる店舗の出店をはじめ、沖縄出身のアーティストに
よる音楽ライブや伝統舞踊のステージショーなどを開催し、会場での南国ムードを高め、フェスティバルを 
盛り上げます。 

 そのほかにも、東京ソラマチのスイーツ店舗では、夏にぴったりな果物を使ったスイーツやドリンクなど、 
夏の暑さを吹き飛ばすようなひんやり・さわやかな商品を販売します。  
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沖縄メニューフェア   

 「沖縄メニューフェア」では、 ２０１８年７月１３日（金）から９月２日（日）まで、東京ソラマチ®の   

６階・７階・３０階・３１階レストランフロアを中心にした参加店舗で、ドラゴンフルーツやマンゴーなどの 

沖縄名産のフルーツを使用したスイーツをはじめ、沖縄を代表する食材のゴーヤや沖縄郷土料理のラフテーなど

を使用したメニューを販売します。また東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０の「SKYTREE CAFE」で 

沖縄ビールやおつまみを販売するほか、すみだ水族館では、６月３０日（土）から世界４ヶ国５種の金魚紹介と

ともに、金魚と同じ土地で生まれたビールが飲めるイベント「世界の金魚ビアホール」において、沖縄    

メニュー・ドリンクを販売します。 

期 間 ２０１８年７月１３日（金）～９月２日（日） 
    ※すみだ水族館は６月３０日（土）から実施。 

店舗数 全３３店舗 
場 所 東京ソラマチ６階・７階・３０階・３１階 レストランフロア、      
    東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０ 「SKYTREE CAFE」、       
            すみだ水族館「世界の金魚ビアホール」 
※SKYTREE CAFEは、東京スカイツリー天望デッキへの入場料がかかります。 
※「世界の金魚ビアホール」は、すみだ水族館への入場料がかかります。 

WOW WOW Dragon!!! 
COOLLY’S  ￥６２０ 

コールド・ストーン・クリーマリー 

（ウエストヤード４階） 

栄養満点スーパーフルーツのドラゴン  
フルーツをたっぷり使い、底にはキウイ
コーティングジュースをトッピングした 
フローズンドリンク。２色のアイス  
クリームはミルクのクリーミーさと  
ベリーの甘酸っぱさを同時にお楽しみ 
いただけます。 

豚しゃぶとゴーヤのみぞれパスタ ¥１，３２８ 

ココノハ（ウエストヤード４階） 

おろしとすだちでさっぱりとした、夏にぴったりの冷製パスタ。
おだしがしみたお麩は沖縄の郷土料理チャンプルーをイメージ
しました。旬のゴーヤの苦味もアクセントになっています。 

ラフテーそば ¥２，１６０ 

小松庵総本家（イーストヤード７階） 

甘辛く煮た沖縄風豚の角煮ラフテーをお蕎麦にのせました。 
豚脂とかつお出汁の旨味が絶妙です。 
※８月１１日（土・祝）～８月１５日（水）は販売中止 

▲沖縄メニューフェア(商品例) 

トーキョーサンデー黒みつ    
￥３７８ 

AZUMACHO CAFE  
～トーキョーサイダー倶楽部～  

（イーストヤード７階） 

沖縄の名産品「黒糖」を使用した黒みつ
トッピングのサンデー。黒糖と相性の 
良い「豆乳」を使用したソフトです。 

シークワーサーのトロピカルジュレ 
平日ランチ    ￥２，０４１～    
土日祝日ランチ  ￥２，１４９～  
ディナー     ￥２，４００～ 

Salon de Sweets 
（イーストヤード６階） 

大人向けのスイーツビュッフェに   
シークワーサーなどを使った沖縄   
メニューフェア限定のスイーツが登場。 

※単品での販売はありません。 

沖 縄 名 産 の フ ル ー ツ を 使 っ た ス イ ー ツ ・ カ フ ェ メ ニ ュ ー  

沖 縄 を 代 表 す る 食 材 を 使 っ た 沖 縄 グ ル メ  
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たかさご一夜干し（グルクン）  ￥１，６２０（１尾） 

江戸 東京 寿し常（イーストヤード７階） 

沖縄の県魚に指定されているグルクンの自家製一夜干し。脂も

のっていて美味しい魚です。 

沖縄太もずくとゴーヤの天ぷら ¥１，０８０ 

食幹（イーストヤード３０階） 

沖縄で大人気の栄養満点の太もずくとゴーヤをシンプルに  

天ぷらにしました。沖縄の天然塩をつけてお召しあがりくだ 

さい。 ※１７：００～２１：４５の限定品です。 

左）泡盛カクテル ¥７５０ シークワーサーパインソーダ ¥５５０       

  オリオンビール ¥７５０   

右）スパムポテトサラダ、ミミガー 各￥３００ 

SKYTREE CAFE（東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０） 

東京スカイツリーの展望台内にあるカフェで、沖縄メニューフェ
アを楽しめます。沖縄をイメージしたカクテル・ビールや   
おつまみを販売。東京のランドマークであるスカイツリーの  
眺望とともに、沖縄の気分も味わえます。 
※７月１７日（火）～９月２日（日）の期間販売。 

オリオンビール ￥５００ 

すみだ水族館（ウエストヤード５・６階） 

６月３０日（土）から開催する「東京金魚ワンダーランド 
２０１８」では、世界４ヶ国５種の金魚紹介とともに、金魚
と同じ土地で生まれたビールが飲めるイベント「世界の金魚
ビアホール」を実施。イベント内では、江戸時代に中国から 
琉球を経由して渡来した金魚「リュウキン(琉金)」の紹介と、
沖縄のオリオンビールを販売。沖縄メニューフェアをすみだ
水族館でも楽しめます。 

スパムをのせたロコモコ風プレート ￥１，９０１ 

洋食屋 銀座グリルカーディナル（イーストヤード７階） 

グリルした沖縄名物のスパムと銀座グリルカーディナル名物の
ハンバーグをごはんと一緒に味わえるプレートです。 

※１７：００～２２：００の限定品です。 

沖縄そばもんじゃ ¥１，３８０  

月島名物もんじゃ だるま（イーストヤード７階） 

じっくり煮込んだ豚の角煮がとろけ、カツオ出汁の風味も  
たまらない一品です。大人気間違いなしの夏限定もんじゃ  
です。 

©TOKYO-SKYTREE   
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第７回美ら島フェスティバル  i n  東京スカイツリータウン®

 沖縄メニューフェア開催に合わせ、東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろばでは、「第７回美ら島   

フェスティバル in 東京スカイツリータウン®」を開催します。２０１３年４月より池袋で開催され、好評を 

博した美ら島フェスティバルが、今年は東京スカイツリータウンで初開催し、沖縄メニューフェアを     

盛り上げます。 

期 間 ２０１８年７月１３日（金）～７月１６日（月・祝） 

時 間 １１：００～２０：００ 

場 所 東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろば 

主 催 美ら島フェスティバル実行委員会 

【ステージショー】 

7回目の開催となる今回は、７月１３日～７月１６日の4日間にわたり開催します。沖縄出身アーティスト 
「かじくあつし」、「nacil（ナシル）」、「カワミツサヤカ」をはじめとした美ら島フェスティバル    
おなじみのアーティストや、赤嶺姉妹の琉球舞踊など八重山民謡の勇「加治工勇（かじくいさむ）」など   
日替わりで出演するアーティストもあり、イベントめじろ押しです。 

期 間 ２０１８年７月１３日（金）～７月１６日（月・祝） 

時 間 １１：３０～１３：３０、１５：００～１７：００ 

【店舗・物産】店舗数 計４店舗（キッチンカー2台、BeerStation、もずく販売等) 

本格沖縄タコライス ￥７００ 
コミーダ・ラティーナ 

「第一回あなたが決めるキッチンカー選手権  総合優勝」  
コミーダ・ラティーナの本格沖縄タコライスです。コミーダ・
ラティーナは、沖縄中の様々なタコライスを食べ歩き、究極の
美味しさを追求しました。野菜もお肉もたっぷりでバランスの 
良い一品です。その他、沖縄を代表するメニュー・ドリンクを
販売します。 

残波ゆずスパークリング ￥４００ 
BeerStation 

沖縄を代表する泡盛「残波」をベースに、甘さスッキリのゆず
果汁を加えた爽やかな風味のお酒です。爽やかなのどごしが 
楽しめます。おしゃれなボトルと飲みやすい味わいなので、 
仲間と共に気軽に飲んで楽しめます。その他オリオンビール等
も販売します。 

＜出演者＞ 

「かじくあつし」 
「nacil（ナシル）」 

▲「第7回美ら島フェスティバル」(イメージ) 

「赤嶺姉妹（あかみねしまい）」 

「カワミツサヤカ」 

「草薙貴美（くさなぎきみ）」 「加治工勇（かじくいさむ）」 
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東京ソラマチ®暑い夏にぴったりな、ひんやり・さわやかなスイーツ 

フルーツミックス・宮崎マンゴージンジャー ￥５８０ 

銀座のジンジャー（タワーヤード２階） 

販売期間：７月中旬～８月末まで 

マンゴー・キウイ・パイナップルの果実がゴロゴロ入った、 

フルーツたっぷりのジンジャーエール。宮崎県産のマンゴー 

果汁を使った 贅沢な味わいです。 

夏かんてん ￥572 

船橋屋（タワーヤード２階） 

販売期間：８月１日（水）～８月３１日（金） 

みかん寒天を使用した、フルーツ盛りだくさんのみつ豆です。

白蜜で甘さを調節してお召し上がりください。 

ナツコイ ４０ｇデザイン缶入 ￥９００ 
ルピシア（イーストヤード１階） 

販売期間：販売中～７月１６日（月・祝） 

レモンをぎゅっと搾ったような果汁感あふれる香りを紅茶に 
ブレンド。アイスティーも引き立つすっきりと爽やかな風味の
夏限定紅茶です。 

※数量限定商品です。 

クロワッサンたい焼き ひんやりチョコミント ￥２５０ 
薄皮たい焼き 銀のあん（タワーヤード２階） 

販売期間：７月２０日（金）予定～※なくなり次第終了 

ひんやりクロワッサンたい焼シリーズに、今年はチョコミント

が登場。ミントブルーが見た目にも鮮やかで、特製クロ   

ワッサンたい焼生地にチョコミントホイップをたっぷりと詰め

込みました。暑い夏には爽やかなミント風味を是非体感して 

ください。 

唐芋レアケーキ・オレンジ＆マンゴー（５個入り）  

￥１，１００ 

フェスティバロ（タワーヤード２階） 

販売期間：販売中～８月３１日（金） 

鹿児島の唐芋とトロピカルなフルーツに使用したひんやり  

さわやか、口どけまろやかな夏にぴったりなレアケーキです。 

夏のフルーツレアチーズ ￥１，４０４ 

旬風 一期一会（タワーヤード２階） 

販売期間：販売中～８月３１日（金） 

さっぱりとしたレアチーズに、夏のフルーツを代表するすいか、 

メロン、白桃を清涼感あふれるゼリーと合わせました。旬の味

をお楽しみいただけます。 


