
  
【―般の方のお問い合わせ】 
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 東京スカイツリータウンでは、春の訪れを感じるひなまつり限定のごちそうやスイーツ、また春に色づく 
さくらグルメ・スイーツなど、春を満喫できるメニューを販売します。 

 東京ソラマチ®では、２０１８年２月２５日（日）から３月３日（土）の期間、ひなまつり限定でお祝いに
ぴったりなごちそうやかわいいスイーツを販売します。 
 また３月１日（木）から４月８日（日）の期間、「さくらグルメフェア」を開催します。桜をモチーフに 
したスイーツやお花見をもっと楽しくするテイクアウトスイーツを販売するほか、レストランフロアでも   
春の季節の定番桜海老を使用したメニューが登場します。 
 このほかに、おでかけにぴったりな行楽弁当などの販売もあり、春満開の東京ソラマチをお楽しみ    
いただけます。 

 東京スカイツリー®では、オフィシャルショップ「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」において、春の季節を 
感じさせる東京スカイツリーでしか味わえない限定商品を販売します。 

 ぜひ、春満開の東京スカイツリータウンで、ひなまつり・さくらグルメ・スイーツやメニューをお楽しみ   
ください。 
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 “お祝いにぴったり”かわいい「ひなまつりスイーツ」 

ひいなの上生菓子 各￥３２４ 
千住宿 喜田家（タワーヤード２階） 

販売期間：２月２５日（日）～３月３日（土） 

しっとりとした練りきり、きんとん、羊羹、雪平などを

使用したひな、甘酒、ひし餅、橘の上生菓子です。 

ひなまつりワッフルドルチェ（５個１セット）   
￥１，４５８ 
ワッフル・ケーキの店 R．L（エール・エル） 
（タワーヤード２階） 

販売期間：３月１日（木）～３月３日（土） 

ひし餅にちなんで、３色にデコレーションした春らしい

華やかなケーキです。食べやすいふたくちサイズで、 

ひなまつりのお祝いにはもちろん手土産にもぴったり 

です。（いちご２個、ホワイト２個、抹茶１個） 

※販売期間中、２０セット限定販売です。 

ひなまつりデコレーション（５号） ￥３，８８８ 
旬風 一期一会（タワーヤード２階） 

販売期間：３月１日（木）～３月３日（土） 

ひなまつりには欠かせないデコレーションケーキ。  

スポンジ部分はひし餅に見立て３色にしました。   

ひな飾りをイメージして華やかにトッピングしました。  

東京ソラマチ 桃の節句の“特別なごちそう”  

 東京ソラマチでは、桃の節句のお祝いにぴったりな 
華やかで色鮮やかな特別なごちそうや、かわいい  

ひなまつり限定スイーツを販売します。 
 ぜひ東京ソラマチで楽しめるひなまつり限定の 
メニューをご賞味ください。 

期 間 ２０１８年２月２５日（日）～３月３日（土） 
場 所  東京ソラマチ２階 フードマルシェ 

東京ソラマチ®のひなまつり情報   

▲東京ソラマチのひなまつり商品例 

桃のあんみつ ￥５６１ 
船橋屋（タワーヤード２階） 

販売期間：２月１６日（金）～３月３日（土） 

「桃の節句」であるひなまつりに合わせ、風味豊かな 

桃寒天に黄桃・白桃・三色の求肥を使用したあんみつ 

です。 

ぎゅうひ 



TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京ソラマチ® 春満開のさくらグルメ・スイーツ 

桜パフェ ￥７５６ 
浅草梅園（イーストヤード１階） 

販売期間：３月１５日（木）～４月８日（日） 

桜を使ったアイスや寒天で、満開の花見をイメージした
パフェです。 

右）さくらとほうじ茶プリンのモンブランクレープ  
左）さくらとほうじ茶プリンのモンブランパフェ  
各￥５５０  
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） 

販売期間：３月１日（木）～なくなり次第終了 

よつ葉ソフトクリームに生クリームで仕上げたほうじ茶 
プリンと香り豊かな桜あんを合わせ、いちごと白玉、  
北海道産あずきをトッピングしました。 

さくらをモチーフにした絶品スイーツ  

 東京ソラマチでは、春に色づく３月から春のグルメ・ 
スイーツが登場します。 
 さくらをモチーフにしたスイーツをはじめ、お花見が
もっと楽くなるテイクアウトスイーツ、春の定番美食の 
桜海老を使ったレストランメニューなどを販売します。 
 さらに春のおでかけにぴったりな行楽弁当の販売もあり、
春満開の東京ソラマチをお楽しみいただけます。 

期 間 ２０１８年３月１日（木）~４月８日（日） 
場 所  東京ソラマチ１階、２階  フードマルシェ、３階、４階 
     ６・７・３０・３１階 レストランフロア 
※一部店舗は販売期間が異なります。 

桜と餅の金箔ロールケーキ ￥７４５ 
n a n a ’ s  g r e e n  t e a （イ ー ス ト ヤ ード ４ 階） 

販売期間：３月１日（木）～４月１０日（火） 

ケーキ生地とクリームに桜をふんだんに使い、春の香り
をお餅と一緒に巻いたロールケーキです。やわらかい 
お餅と桜の風味がマッチした優しい味わいをお楽しみ 
ください。 

▲東京ソラマチのさくらグルメ・スイーツ例 

さくら香るチェリームース（直径１２センチ）   
￥２，５９２ 
銀座ブールミッシュ（タワーヤード２階） 

販売期間：３月１日（木）～３月３１日（土） 

チェリーゼリーと桜風味のチェリームースの春らしい 

ケーキです。 

※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。 
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桜ジンジャー ジュレインラッシー ￥５３０ 
銀座のジンジャー（タワーヤード２階）  

販売期間：３月１５日（木）～４月８日（日） 

桜の香るジュレとジンジャーエールに、ホイップ       
クリームと桜葉パウダー、桜の花弁をトッピングし、  
雪の残る山野の早春の風景を表現しました。 

ソラマチ 

限定 

桜もちクレープブリュレ ￥９５０ 
MAX BRENNER CHOCOLATE BAR（イーストヤード１階） 

販売期間：３月１日（木）～４月８日（日） 

パリパリにキャラメリゼしたクレープに、桜餡や   
桜アイス、いちごなどをトッピングし、ワッフルコーン
に入れたクレープです。 

“お花見がもっと楽しくなる”テイクアウトスイーツ  

さくら（桜）バブルワッフルアイスクリーム  
￥６３０ 
クローバーリーフ（イーストヤード４階） 

販売期間：３月１日（木）～４月８日（日） 

ふわふわでもっちりとした食感のワッフルに、桜飴を
トッピングして仕上げた春限定のバブルワッフルアイス
クリームです。 

桜ラッシー ￥５３０ 
アマラ デリ（ウエストヤード２階） 

販売期間：３月１５日（木）～４月８日（日） 

桜フレーバーとラズベリーの春色のラッシー。ふわ  
ふわのホイップクリームの上には抹茶と桜をトッピング
しました。 

 

ソラマチ 

限定 

※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。 

ソラマチ 

限定 

ボンボンショコラ 桜（３個入り）￥１，８３６ 
ジョンカナヤ（タワーヤード２階） 

販売期間：３月１日（木）～なくなり次第終了 

心地よい桜の風味と甘酸っぱいストロベリーの    

マリアージュがお楽しみいただけます。 

左上）pon pon Ja pon さくら        ￥５０２  
右上）メランジェ・ショコラ sakura     ￥４１１   
左下）マシュー&クリスピーメープル＊ 
   スプリングフラワー                              ￥５０８ 
右下）マシュー＆クリスピー SAKURA  ￥４８６ 
pon pon × Chris. P（イーストーヤード２階） 

販売期間：２月１５日（木）～なくなり次第終了 
※pon pon Ja pon さくらは３月１日（木）～販売します。 

おこしの老舗が手掛けるコンセプトショップから、 

素材や食感にこだわった、春を感じる4種類が登場します。 
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さくら大福 （５個入） ￥６８０ 
ずんだ茶寮（タワーヤード２階） 

販売期間：３月９日（金）～なくなり次第終了 

刻んださくらの葉入りのやわらかなお餅に、ずんだ茶寮
自慢の風味豊かなずんだあんを包みました。春の香り 
漂う、ひと口サイズの大福です。 

左）うちわ飴 桜吹雪 右）夜桜 各￥６３０ 
浅草 飴細工 アメシン（イーストヤード４階） 

販売期間：３月１日（木）～なくなり次第終了 

「うちわ」をモチーフにした丸い飴に、満開の桜の和柄

をあしらいました。桜吹雪と夜桜の２種類をお楽しみ 

ください。 

ソラマチ 

限定 

“和”を感じる絶品さくらスイーツ  

紅白道明寺（２個入り）  ￥４３０ 
みちくさ餅（イーストヤード１階） 

販売期間：販売中～４月８日（日） 

白の中にはこしあん、紅の中には粒あんが入った２色の
道明寺がセットになっています。 

  

 

お花見あんみつ ￥５７２ 
船橋屋（タワーヤード２階） 

販売期間：３月４日（日）～３月３１日（土） 

お花見の季節にぴったりな風味豊かな桜の餡を使用した 
春限定のあんみつです。黄桃、白桃、いちごなど春らしく
彩り豊かなフルーツと一緒にお召し上がりください。 

春のおでかけにぴったりな行楽弁当 

お花見弁当 ￥９４５ 
たごさく（ウエストヤード２階） 

販売期間：３月２日（金）～４月３０日（月・振休） 

鰆西京焼、竹の子煮、菜の花胡麻和えなど、春が旬の 
食材を桜柄の容器へ詰めました。桜舞う中の行楽や、 
お集まりの席によく合うお弁当です。 

桜海老と三つ葉のごはん ￥３５０ 
高知家の食卓 りょうま（ウエストヤード２階） 

販売期間：３月１５日（木）～４月８日（日） 

高知県産棚田米に桜海老と三つ葉を加え、土佐の天日塩

で仕上げました。おでかけにおすすめなお弁当です。 
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東京スカイツリー® 春の限定商品 

【銀座松﨑煎餅】季節の三味胴（さくら） ￥９５０  
（１階・５階・フロア３４５）  

文化元年創業の老舗、銀座松﨑の代表的な商品である瓦せんべい 

「三味胴」に、隅田川の満開の桜をイメージし、心華やぐデザインを 

ほどこしました。この季節だけのお土産としておすすめです。 

（２柄各２種、計４枚入り） 

【なだ万】春もなか ￥１，２５０ 
（フロア３４５限定） 

桜葉入りの餡が春らしい桜もなかと、丁寧に炊いた上品な甘さの 

小倉つぶ餡を詰め合わせた、春限定のスカイツリーオリジナルもなかです。 

お土産としてはもちろんのこと、ご家庭でも行楽のお供としても 

最適です。（桜餡３個、小倉つぶ餡２個、計５個入り） 

【資生堂パーラー】東京スカイツリーショコラ ヴィオン 
（ピンク缶） ￥１，０８０（１階・５階・フロア３４５） 

春をイメージした、かわいらしいピンクの限定缶には、 

ホワイトチョコレートベースの甘酸っぱいストロベリーと、 

やさしい味わいのミルク2種類のアソートです。（各６個、計１２個入り） 

【本高砂屋】ソラカラちゃん 桜エコルセ2018 ￥７７０ 
（１階・５階・フロア３４５） 

ひらひら舞う花びらのように薄く焼いた生地で桜風味のチョコ 

レートを巻き上げたエコルセです。ほんのり塩味のチョコレートは 

春の香りを感じさせる美味しさです。（１０本入り） 

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

 東京スカイツリーオフィシャルショップ「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」では、２０１８年３月３日（土）から、 
春の季節を感じることができる限定商品を販売します。※なくなり次第終了。 

©TOKYO-SKYTREE ※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。 

白いオムライス さくら海老入りトマトクリームソース 
￥１,706 
洋食屋 銀座グリルカーディナル（イーストヤード７階） 

販売期間： ３月１日（木）～４月８日（日） 

香ばしいさくら海老入り白いオムライスです。春の季節を 

感じられるメニューをお楽しみください。 

桜香る三色わっぱ飯膳 ￥１，９４４ 
江戸味覚茶屋 そらまち亭（イーストーヤード７階） 

販売期間：３月１日（木）～４月８日（日） 

桜えび、しらす、いくらを使った三色のわっぱ飯や、 

季節感あるサイドメニュー・デザートを付けたご膳です。 

“春の定番美食”桜海老をつかったレストランメニュー 

ソラマチ 

限定 


