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クリスマスを楽しむメニューやスイーツが勢ぞろい！キラキラ＆ふわふわギフトも！

東京スカイツリータウン®

クリスマス限定メニュー・スイーツ＆ギフト特集

東京スカイツリータウンでは、２０２１年１１月１日（月）から始まる「東京スカイツリータウンⓇ

マジカルクリスマス」に合わせ、イルミネーションや東京スカイツリー®のクリスマス限定ライティング

とともに楽しめるクリスマス限定の特別コースやメニューをご用意。また、おうちで過ごすクリスマスに

ぴったりなスイーツやギフトも揃えています。

東京ソラマチ®３０階・３１階のレストランではクリスマス特別コースを販売。高さ約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。そのほかの店舗でも定番のチキンやスイーツだけでなく、和菓子や

もんじゃなどバラエティ豊かなクリスマスメニューをご用意しています。

また、２階のスイーツ店舗では、ソラマチ限定のクリスマスケーキや季節のフルーツを使ったタルト、

パイなど、おうちで過ごすクリスマスにぴったりなケーキを販売します。また、各店舗ではクリスマス限定

商品や”キラキラ””ふわふわ”をキーワードにしたギフトアイテムを取り揃えています。

家族や友人、恋人など大切な人と過ごす、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。
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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、高さ約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、クリスマス特別コースを楽しめます。

＜Sky Notes＞（イーストヤード３０階）

Christamas Dinner Course
A ¥８，８００
B ￥１１，０００

予約期間：受付中／予約方法：店頭・電話

販売期間：１２月１８日（土）～１２月２５日（土）

＜國見＞（イーストヤード３１階）

＜銀座アスター 昴 SUBARU＞（イーストヤード３１階）

武藤シェフによる、クリスマススペシャルコース

窓際確定コース ￥１６，５００

通常コース ￥１２，１００

予約期間：受付中／予約方法：店頭・電話

販売期間：１２月２４日（金）・１２月２５日（土）

クリスマス特別会席
￥１６，０００

予約期間：受付中／予約方法：店頭・電話・HP・予約サイト

販売期間：１２月１日（水）～１２月２６日（日）

１．東京スカイツリー®を眺めながら特別なディナーを！クリスマス特別コース

メニュー写真
ダミー
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定番のチキンやスイーツだけでなく、もんじゃや和菓子などバラエティ豊かなクリスマス特別
メニューをご用意しています。

※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。

＜堀内果実園＞（イーストヤード１階）
いちごティラミス ¥８８０

＜洋食屋 銀座グリルカーディナル＞
（イーストヤード７階）

骨付き若鶏の赤ワイン煮込み ¥２，６８０

販売期間：１１月１２日（金）～１２月２５日（土）

香味野菜と共に赤ワインで煮込んだ、ボリュームたっぷりの骨付きチキン
です。

＜月島名物もんじゃ だるま＞
（イーストヤード７階）

クリスマスもんじゃ ¥１，９９０

＜浅草梅園＞（イーストヤード１階）

クリスマス上生菓子（２個入） ￥７５６

２．バラエティ豊かにご用意！クリスマス特別メニュー

販売期間：１１月１２日（金）～１２月２５日（土）

プリプリの牡蠣と海鮮のトマトパッツァ風もんじゃ！仕上げにチーズの雪を
降らせます。

＜小松庵総本家＞（イーストヤード７階）
クリスマスチキンリース ¥１，３２０

販売期間：１２月１２日（日）～２５日（土）

アスパラ、パプリカなどクリスマスカラーのお野菜を鶏肉で巻いたクリスマス
リースを連想させる一皿。そばパンをソリに見立てたサンタのカプレーゼを
添えて。

販売期間：１１月１２日（金）～１２月２５日（土）

イチゴをふんだんに使ったクリスマス限定ティラミス！奈良県産ブランド
いちご「古都華」と「あすかルビー」をゴロッとコンポートにしています。

販売期間：１２月２０日（月）～２５日（土）

丁寧な職人技が光るクリスマスを演出した上生菓子。クリスマスツリーとベル
のセットとなります。

＜世界のビール博物館＞（イーストヤード７階）

冬のツリーをイメージしたXmasドルチェ

スモール：￥１，３８０ レギュラー：￥２，４８０

販売期間：１１月１２日（金）～１２月２５日（土）

冬限定のシェフ一押しスペシャリテ！クリスマスツリーをイメージした
クロカンブッシュです。
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＜鎌倉レ・ザンジュ＞（タワーヤード２階特設会場）

マジカルクリスマス
¥３，４５６（４号）

ふんわりと焼き上げたスポンジに、スライスした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とサンドしました。

予約期間：１２月１日（水）～１２月１２日（日）
お渡し日・店頭販売：１２月２２日（水）～２５日（土）

＜コートヤード・マリオット銀座東武ホテル＞
（タワーヤード２階 特設会場）

ピスタチオとミックスベリーのムース
¥５，２００（直径約１５cm）

予約期間：１１月１日（月）～１２月２０日（月）
お渡し日・店頭販売：１２月２３日（木）～２５日（土）

ピスタチオ風味のムースにミックスベリージュレとピスタチオ、ミルクチョコ
のフィヤンティーヌをサンドしました。 ※ご予約が限定数に達し次第販売終了

＜銀座ブールミッシュ＞（タワーヤード２階）

シェリー・ノエル
¥７，０２０（６号）

予約期間：１１月１日（月）～１２月１０日（金）

お渡し日・店頭販売：１２月２３日（木）～２５日（土）

人気のイチゴのショートケーキにカラフルなマカロンと華やかに飾ったイチゴで
きらびやかなクリスマスを演出します。 ※ご予約が限定数に達し次第販売終了

聖夜にきらめく星をトリュフチョコレートや金箔で表現した「チョコレート
のモロゾフ」が贈る贅沢なクリスマスケーキです。※ご予約が限定数に達し次第

販売終了

＜モロゾフ＞（タワーヤード２階）

きらめく聖夜
¥３，２４０（直径約１５cm）

予約期間：１１月１日（月）～１２月２１日（火）
お渡し日：１２月２４日（金）・２５日（土）

＜りんごとバター。＞（タワーヤード２階）

キャラメルアップルタルト

￥３，２４０（４号）

予約期間：１１月１日（月）～１２月２２日（水）
お渡し日・店頭販売：１２月２３日（木）～２５日（土）

りんごを入れて焼き上げたキャラメルチーズタルトに、りんごをかたどった
シナモンムースをのせ、キャラメルクリームで仕上げました。

＜あっぷるぱい考太郎＞（タワーヤード２階）

完熟いちごのX'masアップルパイ

￥５，０２４（６号）

予約期間：１２月１日（水）～１２月１５日（水）
お渡し日・店頭販売：１２月２２日（水）～２５日（土）

濃厚なアーモンドクリームに完熟イチゴをたっぷり敷き詰めた贅沢なアップル
パイ。ホワイトチョコの甘みがイチゴの酸味を引き立てます。

３．おうちクリスマスぴったり！東京ソラマチⓇクリスマスケーキ
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クリスマス限定商品や”キラキラ” ”ふわふわ”をキーワードにしたアイテムなどをご用意。家族や友人、恋人への

ギフトにぴったりなアイテムを取り揃えました。

※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。

＜フラワーデコ＞（イーストヤード１階）
①トナカイさんの夜 ￥１，７６０

②お花屋さんのクリスマスリース ￥１，９８０～４，２９０

定番の赤いリースから個性的なデザインのリースまで、サイズ
展開も豊富にご用意。飾る場所に合わせて雰囲気を変えて
楽しめます。

＜キューポット＞（イーストヤード２階）

①ゴールドグリッターメルトリング ¥９，０２０

②ゴールドグリッターメルトネックレス ¥１９，８００

とろ～りMELTする瞬間のその煌きをイメージした、ラメを
封じ込めたアクセサリー。

＜ACCOMMODE＞（イーストヤード２階）
グロースターポーチ ¥２，４２０

キラキラなのに大人っぽい上品なラメ感のポーチ。船形の形状
で、収納力もある使い勝手の良いデザイン。

＜文庫屋「大関」＞（イーストヤード１階）
①ぐるっとファスナーの長財布 オーナメント ￥２８，９３０

②天溝がま口 オーナメント ￥１２，７６０

季節限定柄が新登場。ひとつひとつ手作業で加工された繊細な
オーナメント柄が魅力的なお財布。※11/11（木）入荷予定

＜COLLAGE GALLARDAGALANTE＞

（イーストヤード２階）

フィンガーレスグローブ ¥７，１５０

フェイクファーと柔らかなニットを組み合わせたフィンガー
レスグローブ。ふわふわ素材が気分を高めてくれるアイテム。

＜アンパンマンキッズコレクション＞

（イーストヤード１階）

①ノルディック柄マフラー ¥４，２９０

②ノルディック柄帽子 ¥４，６２０

肌触りが良い起毛素材で暖かくかわいいシリーズ。お子さまの
おでかけにぴったりのアイテムです！

©️やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

４．今年はキラキラ＆ふわふわ！クリスマスギフトコレクション
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５．クリスマスアイテムもご用意！東京ソラマチ®期間限定ショップ

ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in 東京ソラマチⓇ

６．東京スカイツリー天望デッキフロア３５０クリスマス限定フォトサービス

期 間 ：２０２１年１０月１５日（金）～２０２２年１月１８日（火）
場 所 ：東京ソラマチ イーストヤード４階 特設会場
営業時間 ：１０：００～２１：００

※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。
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期 間 ：１１月１日（月）～１２月２５日（土）

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）

USB加湿器

（左）グリフィンドールレッド

（右）スリザリングリーン

各￥３，２９０

△店内の様子
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11月11日(木)より新発売

ハリー・ポッター

肖像画マグネットコレクション

各￥1，21０

※ブラインドパッケージ仕様となります。
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