
  
【―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) 

 東京スカイツリータウン®では、GWを含む２０１８年４月２３日（月）～５月６日（日）の期間、アイス

クリームを販売する２１店舗が参加して、人気Ｎｏ．１のアイスクリーム店を決める「第３回東京ソラマチ®  

アイスクリーム総選挙」を開催します。 

 本イベントは、今回で３回目を迎え、今年初参加となるゴディバや抹茶スイーツ処  茶和々など    

東京ソラマチの店舗だけでなく、すみだ水族館、東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０にある     

ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥなど、各店自慢の美味しいアイスクリームを楽しんでいただくことを目的に実施  

します。 

 今年は、日本アイスクリーム協会制定の「アイスクリームの日」 ５月９日（水）に結果を発表します。 

見事１位に輝いた店舗では、５月９日（水）から５月１５日（火）まで、毎日個数限定で        

対象アイスクリーム半額サービスを実施します。 

最新情報 2018.4.6 

® 
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アイスクリームの日に結果発表！ 
ＧＷ期間に２１店舗がＮｏ．１アイスクリーム店を決める選挙を実施 

アイスクリームの日から1位に輝いた店舗の対象アイスクリームを半額で楽しめる！ 

    投票期間：２０１８年４月２３日（月）～５月６日（日） 
  結果発表：アイスクリームの日  ５月９日（水） 
  半額期間：２０１８年５月９日（水）～５月１５日（火） 
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祇園辻利 
（イーストヤード６階） 

つじりツリーソフト抹茶 
￥６７０ 

販売期間：通年 

星型のワッフルボウルに濃厚な 
抹茶ソフトクリーム、あずき、 
白玉をトッピング。東京スカイ 
ツリー型のスプーン付き。 

すみだ水族館 
（ウエストヤード５・６階） 

さくらいちご和ッフルソフト 
￥５００ 

販売期間:4月23日(月)～5月6日(日) 

とちおとめソフトにカットいちご
とさくらソースが香る和ッフル 
ソフト。カフェで大人気のソフト
の春季限定版です。※１位の場合、
販売期間を延長します。 

浅草梅園 
（イーストヤード１階） 

昔ながらの最中アイス 
￥２００ 

販売期間:4月23日(月)～5月6日(日) 

オーダーごとにパリッと焼いた 
最中にアイスをサンド。アイスは
小倉、バニラ、抹茶の３つから 
選べます。 

アイスクリーム総選挙に参加する各店舗のおすすめアイスクリーム  

 

 

 

 

 

 

 

 

茶 丸山園 
（ウエストヤード２階） 

宇治抹茶ソフトクリーム 
￥３５０ 

販売期間：通年 

日本茶専門店こだわりの濃厚な 
抹 茶 の 味 が 楽 し め る ソ フ ト 
クリーム。抹茶好きにはたまらな
い一品です。 

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

クローバーリーフ 
（イーストヤード４階） 

バブルワッフルアイスクリーム
(クリームチョコ) ￥４９０ 

販売期間：通年 

自慢のふわふわもっちり触感の
ワッフル生地で包んだアイス 
クリームは、東京ソラマチ® 限定。
ここだけの味わいをお楽しみ 
ください。 

とちまるショップ 
（イーストヤード４階） 

スカイベリースムージー 
￥５００ 

販売期間：通年 

栃木のプレミアムいちご「スカイ 
ベリー」を使用したスペシャル・ 
スムージー。ひんやりとした   
口当たりがおすすめです。 

産業観光プラザ すみだ まち処 
（イーストーヤード５階） 

抹茶パフェ 
￥３６０ 

販売期間：通年 

抹 茶 ア イ ス と 国 産 あ ず き を 
使用した“和”好きにはたまらない
パフェ。当店人気№１のデザート
です。 

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） 

よつ葉の白いパフェ 
￥６３０ 

販売期間:通年 

ソフトクリームやミルクプリン 
など乳製品のおいしさが際立つ、
お店の人気№１メニューをお試し
ください。※各日２００食限定 

２０１７年 
総選挙 
入賞店舗 

２０１６年 
総選挙 
１位店舗 

ＡＺＵＭＡＣＨＯ ＣＡＦＥ 
～トーキョーサイダー倶楽部～ 

（イーストヤード７階） 

トーキョーサンデー 左）ストロ
ベリー 中）チョコレート 右）
ブルーベリー） 各￥３７８ 

販売期間：通年 

自慢の豆乳ソフトにソースを 
トッピング。豆乳を使用した 
ソフトは、甘さもひかえめで 
すっきりとした味わいです。 

初参加 

２０１６年 
総選挙 
入賞店舗 

２０１７年 
総選挙 
入賞店舗 

ソラマチ 
限定 

ソラマチ 
限定 

ソラマチ 
限定 

ソラマチ 
限定 

ソラマチ 
限定 

ソラマチ 
限定 

ソラマチ 
限定 

ソラマチ 
限定 

ソラマチ 
限定 



ゴディバ 
（イーストヤード２階） 

ミックスチョコレート 
￥４９０ 

販売期間：通年 

チョコレートの深みのあるコクと
やさしい甘みを生かしたアイス 
クリームは、チョコレートの名店
ならではの１品です。 

コールド・ストーン・クリーマリー 
（ウエストヤード４階） 

ストロベリーショートケーキ 
セレナーデ（ LOVE IT サイ
ズ ） ￥６３０ 

販売期間：通年 

“ショートケーキ”をコールドストー
ン風にアレンジ。不動のNO.1人気
を誇ってきた大人気定番商品です。 

アイスクリーム総選挙に参加する各店舗のおすすめアイスクリーム 

２０１７年 
総選挙 
入賞店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東毛酪農 ６３℃ 
（イーストヤード４階） 

牧場ミルク ￥３８０  
（ワッフルコーンとの組み 
合わせは￥４１０） 

販売期間：通年 

自慢の６３℃フレッシュミルクを
たっぷりと使用したソフトクリーム。
東毛酪農６３℃の代名詞と言える 
商品です。 
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ＣＡＭＰＯ ＳＯＬＡＲＥ 
（ウエストヤード２階） 

イタリアンジェラート 
（ダブルカップ） ￥４５０ 

販売期間：通年 

シャーベット系は岐阜県郡上市の
水を、ミルク系は飛騨牛乳を使用
した本格イタリアンジェラート 
です。※各日１５０食限定 

サマンサタバサ アニバーサリー 
（イーストヤード１階） 

ヨーグルン 

￥３５０ 

販売期間：通年 

オリジナルのかわいい容器に 
さっぱりとしたヨーグルト味の 
ソフトクリーム。インスタ映えも
バッチリです。 

 

画像 

抹茶スイーツ処 茶和々 
（イーストヤード１階） 

極み抹茶ソフトクリーム 
￥５００ 

販売期間：通年 

濃 厚 な お 茶 の 旨 み と 香 り が 
楽しめる、宇治抹茶をふんだんに
使 用 し た 贅 沢 な 抹 茶 ソ フ ト 
クリームです。 

nana’s green tea 
（イーストヤード４階） 

抹茶ガトーショコラソフト   
クリーム ￥６０５ 

販売期間：通年 

濃厚な抹茶のソフトクリームに、
甘さ控えめのしっとりとした抹茶
ガトーショコラをのせた贅沢な 
スイーツです。 

マリオンクレープ 
（イーストヤード１階） 

いちごバナナチョコスペシャル 
￥６００ 

販売期間：通年 

人気のいちごチョコとバナナチョコ
が一度に味わえる、クレープ好きに
はたまらないバニラアイス入り 
クレープです。 

チーズガーデン 
（タワーヤード２階） 

御用邸パフェ 
￥５８０ 

販売期間：通年 

人気の焼き菓子をトッピング。 
ボリュームもあり、チーズの塩気
とソフトクリームの甘さの相性が
やみつきになります。 

２０１６年 
総選挙 
入賞店舗 

サマンサタバサ アニバーサリー 
（イーストヤード１階） 

ヨーグルン 
￥３５０ 

販売期間：通年 

オリジナルのかわいい容器に 
さっぱりとしたヨーグルト味の 
ソフトクリームは、ＳＮＳにも
バッチリの一品です。 

２０１７年 
総選挙 
入賞店舗 

２０１７年 
総選挙 
１位店舗 

２０１６年 
総選挙 
入賞店舗 

初参加 

初参加 



銀座のジンジャー 
（タワーヤード２階） 

金箔クレミア 
￥１，０８０ 

販売期間：通年 

東京で金箔クレミアソフトが 
食べられるのは東京ソラマチ店 
だけです。金箔を豪華に１枚貼り
したクレミアは、ＳＮＳにも 
ピッタリの一品です。 

アイスクリーム総選挙に参加する各店舗のおすすめアイスクリーム  
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ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ 
（東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０） 

スカイソフト 
￥４５０ 

販売期間：通年 

北海道浜中町の牧草で育った乳牛
の良質な生乳を使用。東京スカイ
ツリー®がプリントされたモナカが 
ポイントです。 

「第３回東京ソラマチ® アイスクリーム総選挙」 参加方法とスケジュール 

２０１８年４月２３日（月）から５月６日（日）のGWを含む期間、「第３回東京ソラマチ®  アイス 

クリーム総選挙」に参加する２１店舗でアイスクリーム関連商品を購入すると、投票券が貰えます。 

東京ソラマチ イーストヤード１階に設置される各店舗の投票箱の中から、“食べてみたいイチバン気に 

なるアイスクリーム”の店舗へ投票できます。 

日本アイスクリーム協会が制定した「アイスクリームの日」である５月９日（水）、館内ポスターや 

東京ソラマチ®のホームページにおいて、「第３回東京ソラマチ® アイスクリーム総選挙」の１位に輝いた 

店舗を発表します。 

ＳＴＥＰ１ 投票の流れ 

５月９日（水）から５月１５日（火）の期間、１位に輝いた店舗では毎日個数限定で対象アイスクリーム

の半額サービスを実施します。 

ＳＴＥＰ２ 結果発表 

ＳＴＥＰ３ 半額期間 

Ｚ クロッカンシュー ザクザク 
（タワーヤード２階） 

ザクザクソフト（ミルク） 
￥４５０ 

販売期間：通年 

なめらかで濃厚な味わいのアイス 
クリームにクロッカンをトッピング。
ザクザクとした新食感をお楽しみ 
いただけます。 
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スカイツリー 

限定 


