
【―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（１１：００～１９：００)
東京スカイツリーコールセンター ＴＥＬ ０５７０－５５－０６３４（１１：００～１９：００)
東武鉄道 お客さまセンター（東京ミズマチ）ＴＥＬ ０３－５９６２－０１０２（ ９：００～１７：００)

TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER

東京スカイツリータウンでは、２０２０年１１月６日（金）から始まる、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コース、お家で過ごすクリスマスにぴったりなスイーツが

登場。また、大切な人に向けて特別な「想い」を伝えることができるグリーティングカードも揃えています。

東京ソラマチ®30階・31階レストランではクリスマス限定コースを販売。高さ１５０ｍから、クリスマス

限定ライティングの「シャンパンツリー」や「キャンドルツリー」とともに、眼下に広がる美しい夜景を

眺めながら食事を楽しむことができます。２階のスイーツ店舗では、東京ソラマチ限定のクリスマス

ケーキやフルーツたっぷりなタルトなど、お家でのクリスマスにぴったりなケーキを販売します。

また今年は、大切な人や会いたくても会えなかった人に向けて、特別な「想い」をグリーティングカード

にのせて『ギフト』として届けることができる商品もご用意しています。

その他、東京スカイツリー天望デッキ内の「SKYTREE CAFE」では、クリスマス期間限定のパンケーキやドリンク

などを発売。「すみだ水族館」では今年の７月に誕生した『ビッグシャーレ』にて初の演出企画がスタートします。

さらに今年初めてのクリスマスを迎える「東京ミズマチ」でも、クリスマス限定のメニューが登場します。

“一緒にいても” 、“離れていても”、家族や友人、恋人など大切な人を思いながら過ごすことができる

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。

クリスマス限定コースやお家クリスマスにぴったりなクリスマスケーキが勢ぞろい

大切な人や会いたくても会えなかった人には、「想い」をのせた『ギフト』を届けませんか？

東京スカイツリータウン®・東京ミズマチ®

クリスマス限定コース・スイーツ＆グリーティングカード特集
すみだ水族館では７月に誕生した「ビッグシャーレ」で初めての演出企画がスタート
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TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER
※価格は全て税込です。コース内容や販売期間などが変更になる可能性があります。
※予約枠が埋まり次第、販売を終了します。画像はイメージです。

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、高さ１５０ｍから東京

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、クリスマス限定コースを楽しめます。

１．東京ソラマチⓇ ソラマチダイニングスカイツリービュー クリスマス限定コース

＜Issare shu cielo＞（イーストヤード３０階） ※各コース別途お一人様¥500のチャージ料金あり

Con Amoreコース ¥２２，０００
※スカイツリー側窓際確約・スパークリングハーフボトル付

Feliceコース ¥２０，０００
※隅田川沿い側窓際確約・スパークリングハーフボトル付

Regaloコース ¥１５，０００
予約期間：受付中／予約方法：店頭・電話・予約サイト

販売期間：１２月２３日（水）～１２月２７日（日）

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

＜天空ラウンジ TOP of TREE＞（イーストヤード３１階）

Christmas Dinner Course ￥１７，６００

予約期間：受付中

予約方法：店頭・電話・公式ＨＰ

販売期間：１２月２３日（水）～１２月２５日（金）

クリスマスディナーコースA【乾杯ドリンク付き】￥１８，０００

クリスマスディナーコースB【乾杯ドリンク（シャンパン含む）付き】

￥２２，０００

クリスマスディナーコースC【乾杯ドリンク（シャンパン含む）付き】

￥２５，０００

予約期間：受付中／予約方法：店頭・電話・予約サイト

販売期間：１２月２４日（木）～１２月２７日（日）

国産牛、オーダーメイドキャビア、近大クエ、ズワイ蟹、

フォアグラ、黒トリュフ、手長海老など、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。

※クリスマスコースB・Cは上記食材の他に、伊勢海老

やA5ランクの和牛を使用したコースとなります。

コース内容

コース内容

メインのお肉料理は北海道産サロマ黒牛の

サーロインステーキを濃厚なポルトワインソースで。

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。

コース内容

フォアグラのポワレなど 、ク リスマス限定の

スペシャルな前菜、オマール海老のオーブン

焼きと山形県産・山形牛のダブルメインデッシュ

を盛り込んだクリスマスディナーとなります。

※クリスマスランチコースもございます。



TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER

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のクリスマスケーキをご用意。早期予約特典と
して、東京ソラマチ２階 フードマルシェで使用できる３００円お買物券やオリジナルクリスマスメッセージ
カードプレゼントに加え、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Ⓡの２０％ＯＦＦ
割引券が付くキャンペーンを実施しています。

※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

＜銀座のジンジャー＞（タワーヤード２階）
Ｘ‘ｍａｓ ショコラ ¥２，９７０

アーモンド入りの香ばしいビスキュイ生地で濃厚なガナッシュクリームをサンド
した、チョコ好きもうなる、王道のショコラケーキです。

予約期間：受付中～１２月１３日（日） ※完全予約制
お渡し日：１２月２２日（火）～２５日（金）

＜りんごとバター。＞（タワーヤード２階）
ノエル ポム ¥２，７００（４号）

予約期間：受付中～１２月２３日（水）
お渡し日・店頭販売：１２月２２日（火）～２５日（金）

香ばしいアーモンドのダックワーズ生地に、キャラメル風味のショコラムース、
濃厚カスタードクリーム、じっくり煮込んだりんごを合わせました。

＜銀座ブールミッシュ＞（タワーヤード２階）
エスポワール ¥６，４８０（６号）

予約期間：受付中～１２月１０日（木） ※ご予約が限定数に達し次第、販売終了

お渡し日・店頭販売：１２月２１日（月）～２５日（金）

真上から覗くと大きな星に見えるようにデコレーション。ふんだんに使ったイチゴ
が華やかなクリスマスケーキです。

ふんわり、しっとり食感に仕上げたスポンジに、スライスイチゴと北海道産
生クリームを使用したホイップクリームをたっぷりサンドしています。

＜旬風 一期一会＞（タワーヤード２階）
星降る夜のクリスマス ¥３，２４０（４号）

予約期間：受付中～１２月１３日（日）
お渡し日・店頭販売：１２月２２日（火）～２５日（金）

＜キル フェ ボン＞（イーストヤード２階）

色とりどりのフルーツリースタルト

直径１５㎝￥４，５３６

直径１７㎝￥５，６１６ 直径２１㎝￥７，５６０

予約期間：１１月９日（月）～ ※予約数に達し次第、受付終了
お渡し日：１２月２１日（月）～２５日（金）

口どけなめらかなホワイトチョコ風味のカスタードに、色とりどりのフルーツを
たっぷりと飾りました。 ※写真は２１㎝です。

早期予約特典
受付期間：１２月６日（日）まで

対象のケーキご予約の方限定で
①～③をプレゼント！

①東京ソラマチ２階フードマルシェで

使える３００円お買物券

②東京スカイツリータウンⓇオリジナル

クリスマスメッセージカード

③さらに４，１００円以上のケーキを

ご予約の方は①・②に加え「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Ⓡ」２０％

OFF割引券もプレゼント！

※お買物券利用期間は、２０２０年１１月１日（日）～１２月３１日（木）まで
※プラネタリウム割引券利用期間は、２０２０年１１月１日（日）～

２０２１年５月３１日（月）まで

△東京スカイツリータウン®

オリジナルクリスマス
メッセージカード
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※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。※画像はイメージです。
※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。

４．東京スカイツリー天望デッキフロア３５０クリスマス限定のフォトサービス

抹茶アイスとクリームツリーの
パンケーキ ￥８８０

東京スカイツリー®内のオフィシャルカフェ「SKYTREE CAFE」ではクリスマス限定のメニューを販売します。
また、オフィシャルショップ「THE SKYTREE SHOP」でもクリスマス限定のグッズを販売しています。

＜天望デッキ フロア340＞

＜天望デッキ フロア3５0＞

３．東京スカイツリー天望デッキフロア３４０・３５０「SKYTREE CAFE」クリスマスメニュー

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０のフォト

サービスでは、クリスマス期間限定で天望デッキの絶景

と、そりに乗ったサンタクロースが夜空をかけていく

様 子 が 合 成 さ れ た 写 真 を 撮 る こ と が で き ま す 。

期 間 ：１１月６日（金）～１２月２５日（金）

時 間 ：日没後

※足元の夜景が見える時間帯より実施。

※ホワイトアウト時は実施なし。

料 金 ：１，５００円（通常料金で利用可能）

※購入時にサンタクロースが合成された写真

もしくは通常の写真のどちらかを選択する

ことができます。

※フォトカード無料サービスは対象外です。

場 所 ：東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

今なら夜空をかけていく
サンタクロースと一緒に

写真を撮ることができます！

△クリスマス限定 フォトサービス（イメージ）

販売期間：１１月１３日（金）～１２月２２日（火）

たっぷりのクリームをツリーに見立てたパンケーキ！抹茶アイスと
チョコレートソースが相性抜群です！

ロイヤルミルクティー ￥7００

販売期間：１１月１３日（金）～１２月２２日（火）

クリーミーな甘～いロイヤルミルクティー！ソラカラちゃん・
テッペンペン・スコブルブルのラテアートがとってもキュート★

キャラメルクッキー

ソフトクリーム ￥６００

販売期間：１１月１３日（金）～１２月２５日（金）

甘いソフトクリームにほろ苦いキャラメルとクッキーが癖になる！
粉糖で粉雪をイメージしました。期間限定のクッキー付きです。

クリスマスジュエルソーダ ￥６００

販売期間：１１月１３日（金）～１２月２５日（金）

フルーツと金粉がキラキラ宝石のよう。クリスマスをイメージ
したグリーンのドリンクは、ピーチライチフレーバーのソーダ！

ノンアルコールなのでお子様にもオススメです。

©TOKYO-SKYTREE
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今年はなかなか会えない人や普段言葉にできない気持ちをグリーティングカードにのせて想いを伝えて
みるのはいかがですか？グリーティングカードだからこそ、ギフトとして大切な人に届けることもでき、
より特別感を演出することができます。

※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。

５．今年のクリスマスはカードに想いをのせて クリスマスグリーティングカードコレクション

＜PLAZA＞（イーストヤード２階）
①クリスマスカルテットポップアップミニカード 各￥２６４

②クリスマスブルーミングカード ポインセチア 各￥８５８

③クリスマストイポップアップカード ￥５５０

本物のポインセチアのように飾れる華やかなものや立体的なものなど、
多種多様なカードをご用意しています。

③

①

②

＜三省堂書店＞（イーストヤード２階）

クリスマスカード ①各￥２２０ ②￥３０８ ③各￥３３０

②

③

①

豊富なデザインのグリーティングカードが揃っています。お気に入り
の１枚を見つけて。

＜Hello Kitty Japan＞（イーストヤード４階）
①ハローキティ メロディカード ￥１，８７０

②シナモロール メロディカード ￥１，６５０

ジングルベルの曲に合わせてライトが光る、かわいいカードです。

＜鳩居堂＞（イーストヤード４階）
①金箔民芸画風カード ツリーにサンタさん ￥２７５

②貼り絵風カード リース柄 ￥２２０

③手刷カード ツリー柄 ￥３３０

④手刷カード サンタさん柄 ￥３３０

ほっこりする手刷りのものや、和風な雰囲気の珍しいものは大人の方へ
贈るカードにおすすめです。

③

④

①

②

郵政博物館
（東京スカイツリータウン®９階）

ソラカラちゃん®コラボ
ポストカードプレゼント

期間中、郵政博物館に入館された方にプレゼント。

■配布期間：１１月２４日（火）～１２月２５日（金）

※開館時間：11：00～16：00

※休館日：土・日・祝

■配布条件：郵政博物館に入館された各日先着40名様

△ソラカラちゃん®コラボ ポストカード

大切な「想い」を日本一高いポストから届けることができる！
ここでしか手に入らない、限定のポストカードも。

日本一高い場所にある
郵便ポスト！！

スカイツリーⓇポストから手紙を送ろう

（天望デッキ フロア345）

東京スカイツリーの形をした、真っ赤でレトロな
デザインのポストです。同じフロアにあるTHE

SKYTREE SHOPでは、オリジナルポストカードを
販売しています。

△スカイツリー®ポスト（中央）

※ポスト利用には展望台への入場料が必要です。 ©TOKYO-SKYTREE

①

②

©’76, ’85, ’01, ’20 SANRIO C6121

©TOKYO-SKYTREE



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。

７．水中に漂う“海月（クラゲ）”と冬の夜空に輝く“月”がシンクロする空間演出

すみだ水族館 「月とクラゲ」

６．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～空とグランピングとBBQ～>（ウエストヤード５階）

※画像はイメージです。

冬の夜空を舞台に、満月のようなクラゲと夜空

に輝く月がシンクロし、物語を織りなす空間演出

「月とクラゲ」を開催します。本展示は２０２０

年７月に誕生した約５００匹のクラゲが漂う水槽

「ビッグシャーレ」初の期間限定演出です。

１年で一番空気が澄んで美しい冬の夜空を舞台

に、満月とクラゲの姿を重ねた映像や、クラゲの

一生を月の満ち欠けや星々の輝きにリンクさせた

ストーリー仕立ての映像を天井や壁面に投影

いたします。さらに、星の瞬きに合わせた水槽

照明や、クラゲの拍動のリズムをベースにした

オリジナル音楽により空間全体で神秘的な没入感

を味わうことのできる演出を行います。

「ビッグシャーレ」とは

国内最大級の長径7mの水盤型水槽で、アクリルで隔てずにクラゲを見下ろす新体感を味わうことができます。

この“クラゲを見下ろす”という「ビッグシャーレ」ならではの展示により、“海月”の漢字の由来でもある、海中に

浮かぶ満月のような丸いクラゲの姿をご覧いただけます。

△「月とクラゲ」イメージパース

期 間 ：１１月２０日（金）～

２０２１年２月１４日（日）

場 所 ：東京スカイツリータウン

ウエストヤード５・６階

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

２０１９年８月にオープンして以来、２回目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。

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



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。

８．今年の注目スポット！東京ミズマチⓇのクリスマスメニュー

２０２０年６月１８日（木）に開業して以来、

初めてクリスマスを迎える「東京ミズマチ」でも

クリスマス限定のメニューが登場します。

＜LAND_A＞（ウエストゾーン W０１）

クリスマス マカロンドリーム ※価格未定

販売期間：１１月中予定～１２月２５日（金）

通常販売しているマカロンドリームをクリスマス

仕様に！苺のムースケーキをベースにカラフルな

マカロンとかわいいサンタをのせました！

新たな下町のコミュニティスポット。国内外の宿泊需要に対応するコミュニティ型ホステル、公園と

川の環境と一体化した新業態のレストランや、スポーツと一緒にカフェが楽しめる開放的な施設です。

【東京ミズマチについて】

＜イーストゾーン：東京スカイツリー®側＞

E01 WISE OWL HOSTELS RIVER TOKYO（２０２１年ＯＰＥＮ）

E02 ファミリーマート

E03 すみずみ

E04 WASH&FOLD

E06 shake tree DINER TOKYO（１０月３１日ＯＰＥＮ！）

E07 LATTEST SPORTS

＜ウエストゾーン：浅草側＞

W01 LAND_A

W02 KONCENT

W03 Jack's Wife Freda（２０２１年ＯＰＥＮ）

W04 いちや

W05 DEUS EX MACHINA ASAKUSA

W06 NIHONBASHI BREWERY.（２０２１年ＯＰＥＮ）

W07 むうや

２０２０年１０月３１日（土） ＮＥＷＯＰＥＮ！！

＜shake tree DINER TOKYO＞

（イーストゾーン Ｅ０６）

両国と錦糸町のちょうど真ん中という立地にあり

ながら連日お客様で賑わう人気のハンバーガー店

が東京ミズマチに登場！

“Let’s have fun! お客様と一緒に全てを楽しむ”

をコンセプトに、スタッフ一同心よりお待ちして

おります。


