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“福”願う、特別な福袋・福メニューが勢ぞろい
ハズレなしの福袋お年玉スクラッチもプレゼント！

東京スカイツリータウン 福袋・福メニュー２０２１
今年は、２０２０年１２月1日（火）～予約・抽選・店頭販売開始

東京スカイツリータウン®では、今年は２０２０年１２月１日（火）より福袋の販売を開始します。事前予約、
抽選販売、店頭販売などのさまざまな販売方法でご購入いただけます。
また、新年を祝う寿プレート・祝膳などの福メニューを１２月２６日（土）より販売します。

東京ソラマチ®高層階にあるレストランと水族館、プラネタリウムとグランピングなど、どちらも同時に
楽しめる、東京スカイツリータウン限定の「コラボレーション福袋」や、専門店のスタッフがご希望の場所に
お伺いし水草水槽やグランピングを設置する「出張福袋」、おもしろ可愛い似顔絵や美味しい和牛を家族や
友人と楽しめる「お家福袋」などが登場し、新春を盛り上げます。
また、福メニューには、フグやクエ、フカヒレなど贅沢な食材が堪能できる、お正月ならではの様々な

メニューがお楽しみいただけます。
さらに、今年も福袋・福袋メニューをご購入のお客さまには、新年の運試しに東京ソラマチのお買い物券が

当たるハズレなしの「お年玉スクラッチ」をプレゼント。すみだ水族館の当日券が２００円ОＦＦになる
クーポン付きです。

このほか、東京スカイツリー®の「THE SKYTREE SHOP」や「SKYTREE CAFE」では、スカイツリー限定
グッズを詰め合わせた福袋やお正月限定メニューを販売します。

来年の“福”を願う、東京スカイツリータウンの特別な福袋や福メニューをお楽しみください。
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１．東京スカイツリータウン限定 「コラボレーション福袋」

今年も登場！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が揃っています。

東京スカイツリータウン® 福袋・福メニュー

世界三大珍味と梅干しのコラボレーション

￥１５，０００（１名）

立ち喰い梅干し屋（イーストヤード４階）

ブラッスリーオザミ（イーストヤード３０階）

販売期間：２０２０年１２月２３日（水）

～２０２１年１月３日（日）

販売個数：限定３組（１組４名まで）

販売方法：各店舗にて抽選販売

東京スカイツリー®を目の前で見ながら食事ができる
レストランと日本全国から厳選した梅干しを販売する店舗が
コラボレーションした特別コースが楽しめる。ハーフボトル
シャンパンとお土産付きのスペシャルな福袋です。

星空とグランピング！ ￥２０，２１０（1名）

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１２月２３日（水）
～２０２１年１月３日（日）

販売個数：限定２組（１組２名）

販売方法：抽選販売

プラネタリウムでの三日月シートにて作品鑑賞と特別写真
撮影、さらにドームガーデンを貸し切り、東京スカイツリー
を見上げながらグランピングが満喫できるスカイツリー
タウンならではの福袋です。

※当選された方には後日ご連絡し日程等詳細をご相談。

東武鉄道 特急リバティ プラレールオリジナルセット付
東武スカイツリーライン 浅草駅 お子さま駅長体験福袋
（記念撮影付き）￥２，０２１

プラレールショップ（ウエストヤード３階）

パレットプラザ（ウエストヤード３階）

販売期間：２０２１年１月１日（金・祝）～３日（日）

販売個数：2組（保護者同伴可）

販売方法：抽選販売

東武スカイツリーラインの浅草駅で、お子さまが駅長体験でき
る福袋を販売。当日はカメラマンによる記念撮影もあります。
東武鉄道 特急リバティのプラレールオリジナルセット付です。

※お買上２，０００円（税込）毎にガラポン抽選会に参加でき、

１等当選者の中から抽選で2組に、福袋購入の権利あり。
※応募は駅長服サイズ「９０cm～１４０cm」が着用できるお子さま。
※実施日は２０２１年３月頃（予定）

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

水族館とレストランのコラボ！「ザ・プレミアム・
ブルーナイト」 ￥２０，２１０（１名）

すみだ水族館（ウエストヤード５・６階）

國見（イーストヤード３１階）

LA SORA SEED FOOD RELATION RESTAURANT

（イーストヤード３１階）

販売期間：２０２０年１２月２８日（月）

～２０２１年１月３日（日）

販売個数：限定１４組２８名（各コース限定７組１４名）

販売方法：各店舗にて抽選販売

1日限定で夜の貸し切り水族館で、和またはイタリアンの
フルコースディナーを味わえる贅沢な体験型福袋。ペンギン
たちのゴハン見学やクラゲにゴハンをあげることができる
スペシャルプログラムにもご参加いただけます。

※実施日は２０２１年２月５日（金）



２．お好きな場所にうかがいます！ 「出張福袋」

東京ソラマチ®で人気の専門店のスタッフがご希望の場所にお伺いし、豪華な水草水槽セットや優雅な

グランピングを設置する福袋を販売します。

おもしろ可愛い似顔絵とマグカップのセットや美味しい和牛がたっぷり入った福袋など、お正月をゆっくり

家族や友人と過ごすのにぴったりな「お家」で楽しめる福袋です。

オーダー60cm水草水槽設置セット ￥２０２，１００

AQUA FOREST （イーストヤード１階）

販売期間：２０２０年１２月２６日（土）～

販売個数：先着３名様

販売方法：店頭販売

アクアフォレストのスタッフが指定の場所にお伺いし、ご希望
の水草水槽を制作。熱帯魚と水草の専門店だからこそできる、
クオリティの高い水草水槽が、お家で豪華に楽しめます。
水槽管理の用品やお魚などもすべてセットになった内容で、
さらに日常のお手入れや管理方法のコツもプロが直伝します。

※出張は東京、神奈川、千葉、埼玉限定。

似顔絵、ペアマグカップセット ￥３３，３３３

爆笑似顔絵商店（イーストヤード４階）

販売期間：２０２０年１２月２６日（土）

～２０２１年１月３日（日）

販売個数：限定３組

販売方法：抽選販売

通常よりも時間をかけてお描きする似顔絵「スタンダード
クオリティ」を、ご両家それぞれ3名様まで、ペアマグカップ
とセットでお作りします。似顔絵は当店特製の箱付き木製
フレーム付き。コロナウイルスで会えない御家族へ、普段は
伝えられない感謝の気持ちを、似顔絵にしてプレゼント
しませんか？

山形牛三段重 ￥３０，０００

ニュー・クイック（ウエストヤード２階）

販売期間：２０２０年１月１日（金・祝）のみ

販売個数：山形牛三段重 限定５個

和牛たっぷり福袋 限定２００個

販売方法：店頭販売

キメ細かく、柔らかな食感の和牛のステーキ用、すきやき用、
切り落としがセットになった三段重。三段重の他にも和牛
すきやき用５００ｇ・切り落とし８００ｇ入りの「和牛
たっぷり福袋」￥１０，０００も販売します。新年のはじめ
にお家で美味しい和牛を堪能いただけます。

出張グランピング ￥３３０，０００

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）

販売期間：２０２０年１２月２６日（土）
～２０２１年１月３日（日）

販売個数：限定１組（１組１５～２０名さま程度）

販売方法：抽選販売

東京スカイツリータウン®でも大人気のグランピングを手ぶら
で楽しめる福袋。設置から撤収、お料理の準備まで、ご希望の
場所へスタッフが出張します。優雅で魅惑的なグランピングを
お好きな場所で、家族や友人とお楽しみいただけます。

※当選された方には後日ご連絡し日程等詳細をご相談。
※出張先は関東県内でグランピングテント設置可能な場所。

TOKYO SKYTREE TOWN・TOKYO mizumachi NEWS LETTER
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うち

３．家族や友人とホーム時間を楽しむ 「お家福袋」
うち



４．“福”を呼び込む贅沢な 「福メニュー」

東京ソラマチ®のレストランでは年末年始だけの福メニューをご用意。フグやクエ、フカヒレなど贅沢な食材

を使用したイタリアンや中国料理など、目にも楽しいお正月らしいメニューが豊富に揃っています。

２０２０年１２月１日（火）～２０２１年１月１１日（月・祝）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。

今年は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す。“福”を呼ぶ大変おトクな

スクラッチをぜひお試しください。

新年の運試し ハズレなし！福袋・福メニューについてくる！！

配 布 期 間：２０２０年１２月１日（火）～２０２１年１月１１日（月・祝）

※なくなり次第終了となります。

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：２０２１年１月３１日（日）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。
東京スカイツリー内各店舗・カフェをはじめ、利用対象外店舗があります。詳細は「お年玉スクラッチ」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。

※すみだ水族館では、２０２０年１１月２０日（金）～２０２１年１月３１日（日）の期間、事前決済でのウェブチケットご購入で

GoToイベントが対象になり、チケット代金が２０％割引になります。本クーポンとの併用はできません。

～フグとクエのフリット 季節のきのこのスープ仕立て～
￥２，６００

LA SORA SEED FOOD RELATION RESTAURANT

（イーストヤード３１階）

販売期間：２０２０年１２月２８日（月）

～２０２１年１月１１日（月・祝）

販売個数：各日１０食限定

幸運のフグ（福）と九つの夢が叶う・運を呼び寄せる魚と
言われているクエ（九絵）をフリットし、香り高い季節の
きのこのスープで仕立てた、お正月ならではのおめでたい
メニュー。

※コース提供もあり。

フカヒレの姿煮 ￥３，６００

銀座天龍（イーストヤード６階）

販売期間：２０２０年１２月２６日（土）

～２０２１年１月１１日（月・祝）

販売個数：各日２０食限定

高級素材のフカヒレをスープでじっくり煮込み、豪華に彩り
よく仕上げた限定メニュー。中国料理の王様「フカヒレの
姿煮」はお正月にぴったりな一品です。
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※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。

東京スカイツリータウン® 「福袋お年玉スクラッチ」



２. 「THE SKYTREE SHOP」

東京スカイツリー® 福袋／お正月限定カフェメニュー・商品

©TOKYO-SKYTREE

THE SKYTREE SHOP福袋 ￥２，２２３

THE SKYTREE SHOP （１階・５階）

販売期間：２０２０年１２月２９日（火）～

東京スカイツリーの1/4000模型やトートバッグ、キー
ホルダー、クルトガなど、東京スカイツリーのおみやげが
たくさん詰まったお得なセットです。

※天望デッキ フロア345は、東京スカイツリータウン「福袋お年玉
スクラッチ」配布対象外です。

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：２０２０年１２月１日（火）～

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
月見グラス。赤色と瑠璃色の２種類をご用意しました。
２０２１年の干支「丑」をモチーフに、富士山と東京スカイ
ツリーが映るデザインで、お正月の華やかな雰囲気に
ピッタリです。

おおくぼ ただゆき

１. 「SKYTREE CAFE」

SKYTREE CAFE福袋 ￥2，０００

SKYTREE CAFE（天望デッキ フロア３５０）

販売期間：２０２０年１２月２６日（土）

～２０２１年１月１１日（月・祝）

SKYTREE CAFE限定の人気商品スープカップ２個とミニ
トート２個の詰め合わせと、お好きなドリンクメニューが
２つ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。

※アルコール、季節限定メニューは対象外です。
※東京スカイツリータウン®「福袋お年玉スクラッチ」配布対象外です。

２０２１年キャラメルラテ ￥６５０

SKYTREE CAFE（天望デッキ フロア３５０）

販売期間：２０２１年１月１日（金・祝）～１１日（月・祝）

賀正の文字と富士山を描いたキャラメルラテを販売します。
おめでたいモチーフのラテアートはこの期間だけの限定
デザイン。新年の来場記念におすすめの一品です。
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