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【―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） 

クリスマスを盛り上げるかわいいケーキや、クリスマス当日も楽しめるカフェスイーツが登場 

クリスマス３連休に需要が高まるパーティーメニューも販売 
 

 東京スカイツリータウンでは、クリスマスに合わせて、クリスマスケーキやカフェスイーツ、特別なディナー

コースのほか、ホームパーティーにおすすめのクリスマス限定メニューを展開します。 
 

 東京ソラマチ®の各店では、デコレーションが美しいハート型のケーキや、イチゴとパイを高く積み上げて

クリスマスツリーをデザインしたタルトなど、クリスマスムードを盛り上げるかわいいケーキをご用意します。 

また、林檎をまるごと使用したアップルパイを堪能できるカフェスイーツや、東京スカイツリー®や夜景を眺め

ながらコース料理を楽しめるレストランのクリスマスディナー、お持ち帰りできるパーティーメニューなど、

様々なシーンでご利用いただけるメニューを販売します。 
 

 東京スカイツリーの天望デッキにある「ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ」では、クリスマス限定パフェや   

甘酸っぱさが口いっぱいに広がるラズベリーソフトを、オフィシャルショップ「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ   

ＳＨＯＰ」では、ドイツの伝統的なお菓子であるシュトーレンやハート缶入りのチョコレート、ラズベリー  

フレーバーのキャンディなど、クリスマスの贈り物にもぴったりな限定商品を販売します。 

※東京スカイツリータウンでは、２０１６年１１月１０日（木）から１２月２５日（日）まで様々なクリスマスイベントを実施しています。  

 詳細は、右記URL（http://www.tokyo-skytreetown.jp/pressroom/pdf/20161102.pdf）をご参照ください。 
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東京ソラマチ® クリスマススイーツ・グルメ情報 

クード・ノエル １ホール（１５ｃｍ）￥３,９９６ 

  ドゥリエール (タワーヤード２階) 
  
予約期間：受付中～１２月１８日（日） 

お渡し・販売期間：１２月２２日（木）～ １２月２５日（日） 

レアチーズとイチゴムースを使用し、デコレーションが         

美しいハート型のケーキです。 

※期間中、５０個限定販売。 

ふしぎの国の苺たち ２０１６年版イヤープレート付  
１ホール（１５ｃｍ）￥５,６１６ 

  スイーツハートツリー (タワーヤード２階) 
  
予約期間：受付中～１２月２０日（火） 

お渡し期間：１２月２２日（木）～ １２月２５日（日） 

コクのある生クリームの上に、ぎっしりと苺を並べて

デコレーションし、ふしぎの国のアリスをイメージ

した贅沢な一品です。※予約販売のみ。 

クリスマスツリータルト～ミルフィーユ仕立て  
１ホール（１５ｃｍ）￥２,５００ 

  FUJIYA Sweetoven  (タワーヤード２階) 
  
予約期間：受付中～１２月１５日（木） 

お渡し・販売期間：１２月１７日（土）～ １２月２５日（日） 

イチゴとパイを高く積み上げたツリーの中に、    

カスタードがたっぷりと詰まったシュークリ－ムが  

隠れています。 

 

クリスマスタルト １ホール（１２ｃｍ）￥４,８６０ 

ジョンカナヤ (タワーヤード２階) 
  
予約期間：受付中～１２月２０日（火） 

お渡し・販売期間：１２月２０日（火）～１２月２５日（日） 

ブランデー「ヘネシー」を使用したガナッシュチョコ  

レートの、奥深い味わいを堪能できる大人向けの濃厚な

チョコレートタルトです。 

※期間中、５０個限定販売。 

ホワイトクリスマス６号  
１ホール（１８ｃｍ）￥５,１８４ 

  旬風 一期一会 (タワーヤード２階) 
  
予約期間：受付中～１２月２０日（火） 

お渡し・販売期間：１２月２２日（木）～ １２月２５日（日） 

サンタクロースの住む国フィンランドをテーマに、

フィンランド産リンゴンベリーのシロップを使用

したケーキです。 

※期間中、３０個限定販売。６号のみソラマチ限定。 

ノエルガトーショコラ １ホール（１２ｃｍ）￥１,４０４ 

銀座のジンジャー  (タワーヤード２階) 
  
予約期間：受付中～１２月４日（日） 

お渡し・販売期間：１２月１７日（土）～ １２月２５日（日） 

コクのあるスイートチョコレートをふんだんに使った

濃厚な味わいのガトーショコラ。クリスマスカラーの

ドレインチェリーとドライジンジャーをトッピング

しました。 

※期間中、１００個限定販売。店頭のみ予約可能。 

ソラマチ 
 限定 

ソラマチ 
 限定 

ソラマチ 
 限定 

ソラマチ 
 限定 

クリスマスムードを盛り上げるケーキ 
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ストロベリーホワイトチョコレートチャンクピザ 
１ホール（約２８ｃｍ）￥２,５００ 
１／６スライス￥５００ 

  
MAX BRENNER CHOCOLATE BAR (イーストヤード１階) 
  
販売期間：１２月１日（木）～ １月９日（月・祝） 

ピザ生地の上にホワイトチョコレートとマシュマロを 

のせてトーストし、仕上げにストロベリーと    

アーモンドをトッピングしました。 

ソラマチ 
 限定 

Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｄｉｎｎｅｒ ２０１６ ￥１２,９６０ 

天空ラウンジ TOP of TREE  (イーストヤード３１階) 
  
予約期間：１１月２２日（火）～なくなり次第終了 

提供期間：１２月２２日（木）～１２月２５日（日） 

人気のアミューズタワーや常陸牛サーロインの

ステーキなど、クリスマス限定の特別ディナーとして

全１５品のコースをお楽しみいただけます。※期間中、

ディナータイムのご案内は完全予約制です。 

ソラマチ 
 限定 

ソラマチ 
 限定 

クリスマスコース ￥１５,０００ 
※別途１０％のサービス料がかかります。   

ブラッスリーオザミ (イーストヤード３０階) 
  
予約期間：受付中～１２月２４日（土） 

提供期間：１２月１９日（月）～１２月２５日（日） 

キャビア、フォアグラ、トリュフといった世界三大

珍味とされる食材を始め、オマールエビなどの豪華

食材を使った、贅沢なフレンチクリスマス特別フル

コースです。 

３種のベリーのトリプルクリスマスパンケーキ 
￥１,２２５ 

  ココノハ (ウエストヤード４階) 
  
販売期間：１１月２１日（月）～１２月２５日（日） 

トリプルパンケーキに３種のベリーとチョコアイスを

トッピングしました。ホイップクリームやラズベリー

ソースと一緒にご堪能ください。 

丸ごと林檎のキャラメルアップルパイ ￥８８０ 
紅茶付きセット ￥１,３８０   

  アフタヌーンティー・ティールーム (イーストヤード３階) 
  
販売期間：１２月１日（木）～１２月２５日（日） 

じっくりローストした林檎の中から、塩キャラメルの

カスタードがとろりと出てきます。サクサク食感の

パイと相性ぴったりな自家製アップルパイです。 

冬のスーベニアプレート ￥１,６２０   

  ムーミンハウスカフェ (ウエストヤード１階) 
  
販売期間：１１月１９日（土）～１２月２５日（日） 

ムーミン達がツリーに飾りつけをしている様子を  

イメージしたデザートです。お食事後のプレートは 

お持ち帰りいただけます。 

※期間中１１:００から２１:３０のみ限定販売。   

なくなり次第終了。 

３０階・３１階で夜景を見ながらクリスマスディナー 

デートや女子会など、クリスマス当日も楽しめるカフェスイーツ 
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国産ローストチキン丸焼き（タレ） ￥２,７００   

  鳥麻 (ウエストヤード２階) 
  
予約期間：受付中～１２月２０日（火） 

お渡し・販売期間：１２月２２日（木）～１２月２５日（日） 

クリスマスの食卓を華やかに彩る逸品。丸ごと1羽の

ローストチキンをぜひお召し上がりください。

※なくなり次第終了。 

パーティーサンド（プレッツェルスタイル） ￥３,７８０   

  ポンパドウル (ウエストヤード２階) 
  
予約期間：受付中～１２月３１日（土） 

お渡し・販売期間：１２月１日（木）～ １２月３１日（土） 

バラエティ豊かな１０種類のサンドウィッチを、牛乳

で仕込んだしっとりなめらかな食感のプレッツェル型

ミルヒブロート（ミルクパン）ではさみました。 

期間限定出店 「ロマノフ」のクリスマスムードを盛り上げるクリスマスグッズ 

２０１６年１１月１０日（木）から１２月２５日（日）の間、東京スカイツリー®の足元にあるスカイアリーナと
地下３階特設会場にて、クリスマスキャンドルなどのクリスマスグッズを取り扱う「ロマノフ」が、期間限定で
出店します。 

アロマキャンドルハウス 
￥２,８００～   

  
実在するヨーロッパの町並みを、

全てハンドメイドで精巧に再現

しました。灯りをつけると、 

温かい安らぎを感じるアロマ

キャンドルハウスです。 

マトリョシカ ￥１,８００ 
サンタクロース￥４,８００   

  
ドイツのクリスマスマーケットの

ように、クリスマスの飾りに 

おすすめのサンタクロースの 

格好をしたマトリョシカを販売

します。 

クリスマスキャンドルライト １個￥４８６   

  モロゾフ (タワーヤード２階) 
  
予約期間：受付中～１２月２０日（火） 

お渡し・販売期間：１２月２３日（金・祝）～１２月２５日

（日） 

モロゾフのカスタードプリンの上に、ダイスカット    

したチョコレートスポンジにたっぷりのクリームを   

重ねて、イチゴをトッピングしました。 

ツリー（サンタ＆トナカイ）（左） ￥６８０ 
パンダクロース（右） ￥５５０  

メリファクチュリー (イーストヤード２階) 
  
販売期間：販売中～１２月２５日（日） 

「ありがとう」や「おめでとう」の気持ちをアイシング

クッキーにのせて、クリスマスのメッセージ    

カードのように家族や友人へ贈ることができます。  

クリスマス限定デザインは３５種類。 

※なくなり次第終了。 

※ハンドメイドの工芸品につき、商品は一例です。 

パーティーにおすすめ お持ち帰りできるクリスマスメニュー 

ギフトや手土産におすすめ クリスマスギフトスイーツ 

※価格は全て８％の税込です。販売期間などは変更になる可能性があります。 
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 東京スカイツリーハート缶入りチョコレート                                                                                      
 各￥７５６ 

  ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ  
 

(１階、５階）   
販売期間：販売中 

 かわいいメタルのハート缶には、北欧産チョコ   

レートクラムを使用したハイミルクチョコレートを  

入れました。フィンランドのクリスマスをイメージ  

したデザインＢＯＸ入りは、クリスマス限定です。 

ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ  
 

(フロア３４５）   
販売期間：１１月１７日（木）～ 

ピエール・エルメ  パリから東京スカイツリー   

限定のおくりもの。バラとライチ、ラズベリー  

フレーバーの見た目も可愛らしく、味にもこだわった

キャンディです。 

ピエール・エルメ パリ×THE SKYTREE SHOP    
ボンボン イスパハン     ￥１，５５５ 

クリスマスパフェ    ￥７８０    
ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ  
 

(フロア３４０）   
販売期間：１２月１日（木）～ 

ソフトクリームの上にベリー、生クリーム、 

プチシューをのせてチョコレートソースを  

かけたかわいらしさいっぱいのパフェです。 

クリスマスのラズベリーソフト ￥５５０   
ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ  
 

(フロア３５０）   
販売期間：販売中 

ラズベリーソースをかけたソフトクリームに、  
レッドカラントを添えました。甘酸っぱさと   
ミルクの味わいが相性バツグンです。 

東京スカイツリー® クリスマス限定商品・スイーツ情報 

東京スカイツリー 天望デッキ ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥの冬限定スイーツ 

※価格は全て８％の税込です。販売期間などは変更になる可能性があります。 

東京スカイツリー オフィシャルショップ 「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」 限定商品 


