
東京スカイツリータウン®も“ONE TEAM”となって新年の幕開けをお祝い！

世界に一つの光り輝く1１１万円の「純金製チンアナゴ」が初登場

東京スカイツリータウン 令和最初のプレミアム福袋・福メニュー
２０２０年１月１日（水・祝）より販売開始

【―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、２０２０年１月１日（水・祝）より種類豊富な福袋・福メニューを販売し、
令和最初のお正月を“ONE TEAM”でお祝いします。

３００店舗以上が揃う東京ソラマチ®では、世界に一つの１１１万円の純金製チンアナゴなど「超高額福袋」
を販売します。また、グランピングとプラネタリウムをどちらも楽しめる、東京スカイツリータウンならでは
の豪華な「コラボレーション福袋」や参加して楽しめる「体験型福袋」、２０２０年ならではのお得な
「２０２０円福袋・福メニュー」など、プレミアムな福袋・福メニューを多数ご用意し、新年の幕開けを盛り
上げます。

また、１月１日（水・祝）から１月３日（金）の期間、福袋・福メニューを購入された方には、その日から
お買いもの券としてご利用いただけるハズレなしの「お年玉スクラッチ」を配布します。（※SKYTREECAFEを除く）

このほか、東京スカイツリー®の「SKYTREE CAFE」や「THE SKYTREE SHOP」では、お正月限定メニュー
や毎年人気のスカイツリー限定商品などを販売します。

ぜひ、令和最初のお正月は、東京スカイツリータウンが“ONE TEAM”となって盛り上げる、福袋・福
メニューをお楽しみください。
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グランピングとプラネタリウムや、東京ソラマチ®で人気のフラワーショップとレストランなど、東京スカイ

ツリータウンならではの豪華なコラボレーション企画の福袋です。

お正月は盛大に！超高額福袋

純金製チンアナゴ「純チン」 ￥１，１１０，０００

すみだ水族館 （ウエストヤード５・６階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～１月３日（金）

販売個数：１個

世界に一つの、高さ５２mmの光り輝く純金（K２４）製チン
アナゴ。すみだ水族館でしか手に入らない貴重なアイテムです。

※２０１９年１２月１１日（水）～２０２０年１月３日（金）

の期間、館内にて展示。 ※入館料別途必要。

※応募者多数の場合は抽選。

世界に一つの純金製チンアナゴや貴重な出雲石を使った１点ものなど、お正月を大いに盛り上げる超高額の

福袋を販売します。

東京スカイツリータウンならではのコラボレーション福袋

貴重な出雲石を使った縁起物「鯉の滝登り」
￥５５０，０００

たまゆら バイ アナヒータストーンズ
（イーストヤード１階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～

販売個数：１個
全国で5人しかいない島根県の勾玉を製作するめのう細工職人
が手彫りで仕上げた貴重な１点もの。昔から勾玉にも使用して
いる島根県花仙山産の「出雲石」を贅沢に使い、運気上昇、金
運招福、商売繁盛、出世栄達の願いを込めた縁起物です。

超豪華!! 星空を眺め、グランピングディナーを満喫！
￥ ２２，０００

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５階）
コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリー
タウン®（イーストヤード７階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～１月３日（金）
販売個数：抽選１組２名

スカイツリーを見上げながらできるグランピングBBQと、プラ
ネタリウムの三日月シートでの鑑賞と写真撮影付きがセットに
なったスカイツリータウンならではのコラボ福袋です。
※実施日は1月31日（金）。

※後日抽選し、当選された方へご連絡します。

１０８本のバラ×ディナーでプロポーズ！
￥５０，０００

ブラッスリーオザミ（イーストヤード３０階）
フラワーデコ（イーストヤード１階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～１月３日（金）
販売個数：先着２組４名
販売場所：フラワーデコ

１０８本のバラの花束と美しい夜景が見える３０階の
レストラン、ブラッスリーオザミでのお食事をセットにした
ロマンチックな福袋をご用意。１０８本のバラの花言葉は
「プロポーズ」。２０２０年に大切な人にプロポーズをしたい
方にぴったりな福袋です。

１．東京スカイツリータウン® 福袋・福メニュー

TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER
※価格は全て税込です。
※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。



参加して楽しむ！体験型福袋

ソラマチ 生鮮福競り高級食材をゲット！
￥落札価格

魚力／ニュー・クイック／澤光青果
（ウエストヤード２階 特設会場）

開催日程：２０２０年１月２日（木）１５時

販売個数：商品により異なる

鮮魚専門店「魚力」とお肉の専門店「ニュー・ク
イック」、新鮮な野菜やフルーツを提供する「澤光
青果」の３店舗がコラボレーションし、どなたでも
参加いただけるオークションを開催します。お正月
の食卓にふさわしいカニや松阪牛、特選いちごなど
高級食材も大放出します。

ナノブロック詰め合わせ＆ソラマチ社会科
見学 ￥５，０００

ナノブロックストア（イーストヤード４階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～

販売個数：５個

開催日 ：２０２０年３月２９日（日）

東京スカイツリー®や雷門など、人気のナノブロック
の詰め合わせと、ソラマチ館内を巡る社会科見学が
セットになったソラマチ店限定の福袋です。

※社会科見学は福袋1個につき、4名様までご参加

いただけます。

※社会科見学は小中学生のお子様を含むファミリー

限定。

※ナノブロックは組み立て完成後のイメージです。

お正月ならではの初競り体験や見学ツアーなど、参加して楽しむ体験型の福袋を販売します。
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© TOMY
「プラレール」は株式会社タカラトミー
の登録商標です。

東武鉄道特急リバティ付きプラレール
南栗橋車両基地ツアー付き！ ￥ １０，０００

プラレールショップ（ウエストヤード３階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～

３日（金）

販売個数：１０個

開催日 ：２０２０年３月２７日（金）

お子様に大人気の立体交差するメガ駅ビル、プラ
キッズレールセット、人気車両「東武鉄道特急リバ
ティ」の3点が入った福袋。さらに車内放送やドア
の開閉体験などができる「南栗橋車両基地見学
ツアー」もセットになった体験型福袋です。

※小学生以下のお子様を含むファミリー限定。

※見学ツアーは、福袋1個につき4名様まで参加可能。

※見学できる車両は写真と異なります。

※右下画像のプラレール、トミカは別売りです。



来年はスポーツイヤー！華やかな５色で彩る福袋・福メニューチーム

選べる5色の熱帯魚&５種の水草セット！ ￥２，０２０

AQUA FOREST （イーストヤード１階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～

販売個数：１0個限定

５色（赤・黒・黄・青・緑）のグッピーからお好みの色の
グッピーを１０匹と十数種類の水草の中から５種類の水草を
選べるセット。５色のカラーで彩るアクアリウムセットを

２０２０年ならではの２，０２０円で発売します。

招福熊手 ￥２２０，０００

元祖食品サンプル屋（イーストヤード４階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～

販売個数：１個

「福を掴んで離さない」という意味が込められており日本の
縁起物とされる熊手を食品サンプルのベテラン職人により、
豪華な和洋折衷の料理であしらいました。おめでたいお正月に
ぴったりのアイテムです。

※当日１０：００～１０：１０にご購入希望の受付をし、購入

希望者が複数の場合は抽選となります。

※別途送料がかかります。日本国外への発送はいたしかねます。

※当日お持ち帰りご希望のお客様はご相談ください。

日本の魅力を再発見！和福袋

色鮮やかな５色のグッピーや５色のディップで楽しむ福メニューなど、今年ならではの５色で彩る華やかな

福袋・福メニューを販売します。

七福神を描いた腕時計やベテランの食品サンプル職人がつくる豪華な熊手など、日本らしい縁起物をモチーフ

にした和の福袋を販売します。

2020 福福プレート ￥２，０２０

BEER＆SPICE SUPER“DRY” （イーストヤード３０階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～５日（日）

青いバーニャカウダ風や黄色いカレーマヨネーズなどの色
鮮やかな５色のディップとエビフライやローストビーフなど
人気のおつまみ５種類を盛り合わせた、２０２０年限定の華やかな
お正月プレート。ソラマチ店限定でお楽しみいただけます。
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「G－SHOCK 七福神」七福神をすべてセット！
￥１３５，３００

チックタック（イーストヤード３階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～

販売個数：１個

２０１８年に発売し、即完売した七福神モデルが全種類入った
特別な福袋が登場します。七つの幸福を授かるといわれている
七福神をモデルに、スケートボーダーであり画家としても活躍

する野坂 稔和氏がデザインした、普段は店頭に並ぶことがない
レアモデルが一同に揃う豪華な福袋です。

のざか としかず



２０２０年限定！２０２０円福袋・福メニュー

９０分間食べ放題のお寿司福袋や福を呼び込むおかずを盛り込んだ福メニューなどが、今年限定の２，０２０

円で登場します。

七福楽屋めし ￥２，０２０

うまやの楽屋（イーストヤード６階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～３日（金）

販売個数：各日１０食限定

福を呼び込むおかずにエビフライ、黒豆、紅白のかまぼこ、

こぶ締めなどお正月にぴったりな豪華な7種類の食材を盛り

込んだお弁当形式の定食です。お正月ならではのメニューを、
新年のはじめにお楽しみいただけます。

福芋袋 ￥２，０２０

らぽっぽファーム（タワーヤード２階）

販売期間： ２０２０年１月１日（水・祝）～３日（金）

販売個数：各日限定５５個

らぽっぽファームの人気NO.1「焼きたてポテトアップルパイ」
が１ホールそのまま入った、お得な福袋です。２０２０年も
らぽっぽファームのおいもスイーツをたくさん食べて、ほっこり
温まる1年にしましょう。

６０種以上のネタから選んでお寿し90分間食べ放題！
￥２，０２０

江戸 東京 寿し常（イーストヤード７階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～３日（金）

販売個数：抽選１組２名様

大トロやウニなどを含む、お寿司６０種類以上の９０分間食べ
放題が２，０２０円で体験できるお得な福袋。お好みのネタを
食べ続けたり、高級なネタを狙って食べるなど、贅沢なお寿司
の食べ方ができる２０２０年ならではのスペシャルな福袋です。

※１種類につき２貫。
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八宝菜 ￥２，０２０

銀座天龍（イーストヤード６階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～

販売個数：数量限定

定番人気の八宝菜をお正月仕様にした特製八宝菜。ブラック
タイガーやホタテなど福を呼び込む贅沢な素材をふんだんに
使用した、お正月の時期だけの特別メニューです。



家族や友人と楽しみたいグルメ・グッズ福袋

シェフの出張サービス！本格インド料理教室
￥２５，０００

インド料理 アマラ（イーストヤード６階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～

販売個数：先着予約３名様

実施日時：１月１５日（水）～３月１５日（日）の平日

アマラのインド人シェフがご自宅に訪問し、家庭でも再現可能
な本格的なインドカレーのレシピを伝授する福袋。４種類の
カレーの中から、お好みの１種をレクチャーします。カレー
作りに欠かせない１０種のスパイス、高級インドワインの
お土産（１２，０００円相当）付き。
※肉や野菜など食材付き（４名様分）。
※出張可能エリア：東京２３区内。

東京ソラマチ®で人気のレストランのシェフ出張サービスや世界中のビールが楽しめる当たり付き福袋など、

お正月に家族や友人と楽しみたいグルメな福袋を販売します。

目玉福袋 世界のビールが毎月5本届く当たり入りが3個！
￥３，０００

世界のビール博物館（イーストヤード７階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～１月３日（金）

販売個数：３００個 ※当たり入り３個

選りすぐりの世界直輸入ビール5本とビールをより美味しく飲む
ことができるビアグラス＆グッズの福袋。３００個中3個の当た
り付き福袋では、１年間毎月、世界のビール５本と関連グッズを
お届けします。

※写真のビールは一例です。

飾るも、食べるもOK！キャンディーオブジェ
￥２０，２００

CANDY SHOW TIME（ウエストヤード１階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～

販売個数：１個
「２０２０年のお正月」をイメージして、干支のねずみや門松
をあしらった、見た目もカラフルで可愛い世界に一つしかない
職人手作りのキャンディーオブジェです。飾ることも食べるこ
ともできる二度楽しめる一品です。
※オブジェのサイズは、幅約２１cm×奥行約２１cm×高さ約３０cm。
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SKYTREE CAFE福袋
￥１，０００

SKYTREE CAFE（天望デッキ フロア３４０・３５０）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～

販売個数：数量限定

SKYTREE CAFE限定の人気商品スープカップと、ミニトートの
詰め合わせとお好きなドリンクメニューが選べるお正月限定の
お得な福袋です。ドリンクはコーヒー、ソフトドリンク、お茶、
紅茶などからお好きなドリンクをお選びいただけます。

※一部、対象外のドリンクメニューがあります。

※東京スカイツリー展望台へは、入場料が必要です。
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「SKYTREE CAFE」 お正月限定メニュー

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０にある「SKYTREE CAFE」では、令和初のお正月限定の心も体も

あたたまるホットドリンクメニューを販売します。

2．東京スカイツリー® お正月限定カフェメニュー・商品

2020年ホットチョコレート
￥６５０

SKYTREE CAFE（天望デッキ フロア３５０）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～

販売個数：数量限定

令和初のお正月を記念した数量限定のホットチョコレートを
販売します。オリジナルデザインのラテアートは、お正月
シーズンだけの限定販売ですので、新年の来場記念におすすめ
の一品です。

ホットゆずかりんのアールグレイ
￥５0０

SKYTREE CAFE（天望デッキ フロア３５０）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～

販売個数：数量限定

アールグレイティーとゆずかりんのシロップを合わせたお正月
期間限定の紅茶メニューが登場します。アールグレイの特徴的
な香りとゆずのさわやかな味わいが絶妙なハーモニーです。
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家族や友人と楽しみたいグルメ・グッズ福袋

ソラカラちゃん福袋 ￥２，２２２

THE SKYTREE SHOP （１階・５階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～

東京スカイツリー公式キャラクター ソラカラちゃんのボール

ペンやキーホルダー、ブランケットやハンドクリームなど人気
のソラカラちゃんグッズがたくさん詰まったお得な福袋です。

東京みやげ福袋 ￥１，０８０

THE SKYTREE SHOP （１階・５階）

販売期間：２０２０年１月１日（水・祝）～

THE SKYTREE SHOPで人気のビスケットや東京限定販売の
人気のお菓子を詰め合わせたお土産にもぴったりなお正月限定
のお得な福袋です。



「THE SKYTREE SHOP」 お正月限定商品

東京スカイツリーオフィシャルショップ「THE SKYTREE SHOP」では、令和初のお正月を記念した東京スカ

イツリー®限定商品を販売します。

ソラカラちゃん泉屋絵馬クッキー2020

￥６５０

THE SKYTREE SHOP（１階・５階・天望デッキ フロア３４５）

販売期間：２０１９年１２月２６日（木）～

販売個数：数量限定

晴れ着姿のソラカラちゃんたちと東京スカイツリーを描いた
絵馬型の幅１８cmの大型クッキーを販売します。日本で初めて
クッキーを販売した伝統ある「泉屋」が手掛けるこだわりの
優しい味わいをお楽しみください。

干支で祝う月見グラス（赤・瑠璃）
各￥６,２８６

THE SKYTREE SHOP（天望デッキ フロア３４５）

販売期間：２０１９年１２月１日（日）～

販売個数：数量限定

伝統工芸士である大久保 忠幸氏がひとつひとつ作りあげたお月見

グラス。赤色と瑠璃色の２種類をご用意しました。2020年の
干支「子」をモチーフに、富士山と東京スカイツリーが月に

映るデザインで、お正月の華やかな雰囲気にピッタリです。
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おおくぼ ただゆき

東京スカイツリータウン® 福袋 お年玉スクラッチ

２０２０年１月１日（水・祝）～１月３日（金）の期間中、東京スカイツリータウンで販売する福袋・福メニューを

お買い上げいただいたお客さまに、ハズレなしの「お年玉スクラッチ」を差し上げます。スクラッチはそのまま次の

お買い物からお買物券としてご利用いただけます。

東京スカイツリー天望デッキ・天望回廊セット券（当日券）とすみだ水族館入場料金（当日券）が２００円ＯＦＦに

なるクーポン付で、２０２０年最初の運だめしにもなる大変おトクなスクラッチをぜひお試しください。

ハズレなし！福袋・福メニューについてくる！！

配 布 期 間： ２０２０年１月１日（水・祝）～１月３日（金）

配 布 店 舗：東京ソラマチ 福袋・福メニュー販売各店舗

東京スカイツリー THE SKYTREE SHOP（1階・5階）

※東京スカイツリー SKYTREE CAFEは対象外です。

スクラッチ内容：大吉 東京ソラマチ お買物券 ５，０００円分

中吉 東京ソラマチ お買物券 １，０００円分

小吉 東京ソラマチ お買物券 ５００円分

末吉 東京ソラマチ お買物券 １００円分

お買物券有効期限：２０２０年１月３１日（金）まで

※お買物券は東京スカイツリータウン内各店舗でご利用いただけます。

※利用対象外店舗があります。詳細はスクラッチ券面でご確認ください。

※【末吉 東京ソラマチ お買物券】は、１，０００円（税込）以上のお買い上げ１会計につき１枚ご利用可能です。


