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０周年への機運を高める特別な が勢ぞろい！

東京スカイツリータウン® 

～今年も２０２１年１２月1日（水）より、予約・抽選・店頭販売開

東京スカイツリータウンでは、２０２１年１２月１日（水）～２０２２年１月３日（月）までの期間、福袋の

予約受付、抽選・店頭販売を行います。また、フォアグラやオマール海老、フカヒレなど、贅沢な食材が堪能

できる毎年好評の福メニューは、２０２２年１月１日（土・祝）から販売します。

来年２０２２年は東京スカイツリータウン開業１０周年という節目の年となります。記念すべきアニバーサリー

イヤーの幕開けとして、２０２２年１月１日（土・祝）～３日（月）の期間には、１０周年記念福袋を販売します。

１０周年記念福袋の目玉として、東京スカイツリーⓇのオフィシャルホテルである東武ホテルレバント東京の

スイートルーム宿泊に、すみだ水族館の入場チケット引換券やコニカミノルタプラネタリウム天空の鑑賞券、

東京スカイツリー展望台の入場チケットなどがセットになった豪華なプランが福袋として登場します。

その他にも、今話題のキャンピングカー試乗とグランピングを楽しむことができる福袋や目利きのプロが

たった一人のために生本まぐろを競り、競ったまぐろは柵にして専用の冷凍庫で保管してくれる福袋など、

１０周年ならでは豪華な福袋が数多く登場します。

さらに、今年も福袋・福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やコニカミノルタプラネタリウム

天空の鑑賞料が割引になるクーポン付きです。

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。

【―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)



東京スカイツリータウン１０周年記念特別企画福袋 思い出づくりにおすすめ！特別な日を演出します

①１０周年記念プレミアムコース￥１００，０００ ②１０周年記念スペシャルコース ￥５０，０００

販売期間：２０２２年１月１日（土・祝）～１月１５日（土）

宿 泊 日 ：①②共に２月１３日（日）・３月１３日（日）のいずれか

販売個数：①②共に各日１組２名様

販売方法：すみだ水族館・コニカミノルタプラネタリウム天空にて抽選販売（すみだ水族館ご入場または天空ご鑑賞した方）

旅行企画・実施：東武トップツアーズ㈱

※ツアーの詳細は福袋の当選者様宛に後日、取扱い旅行会社よりご案内となります。

生本まぐろ、夢の一本買い！柵にして冷凍保管も

承ります ￥１，０００，０００

ニダイメ野口鮮魚店（イーストヤード１階）

応募期間：２０２１年１２月２５日（土）

～２０２２年１月７日（金）

販売個数：１本

販売方法：予約販売（先着順・店頭にて申込）

生本まぐろをまるまる一本購入ができます！目利きの

プロが競りで仕入れ、解体をします。解体したまぐろは

柵にして、お店のまぐろ専用冷凍庫で半年間キープ

します！

キャンピングカー＆グランピング

優雅なアウトドアを体験 ￥１００，０００

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）

日本特殊ボディー ショールーム（イーストヤード５階）

販売期間：２０２２年１月１日（土・祝）

～１月１０日（月・祝）

販売個数：２組 ※最大１組５名様まで可

販売方法：各店舗にて抽選販売

２泊3日のキャンピングカー試乗と、グランピング特別

プランのセット。キャンピングカーとグランピングは別日

での利用も可能です！

※当選された方には後日ご連絡し日程等詳細をご相談。

※実施日はご希望に添えない場合もあります。

１．東京スカイツリータウン® １０周年記念特別福袋

①＜福袋内容＞

・東武ホテルレバント東京のスイートルーム1泊（朝食付き）

（あずまスイート）

・東武ホテルレバント東京で使用できる商品券１０，０００円分

・すみだ水族館 １日入場チケット引換券

・コニカミノルタプラネタリウム天空 三日月シート当日指定鑑賞券

・東京スカイツリーⓇ天望デッキ（３５０m）入場券引換券

②＜福袋内容＞

・東武ホテルレバント東京のデラックスツイン１泊（朝食付き）

・すみだ水族館 １日入場チケット引換券

・コニカミノルタプラネタリウム天空 一般シート特別鑑賞引換券

・東京スカイツリー天望デッキ（３５０m）入場券引換券

【東武ホテルレバント東京について】

東京スカイツリーから１．５kmという好立地にある、東京スカイツリーオフィシャルホテルです。ホテルの客室や最上階

のレストランからは、東京スカイツリーや都心を望む絶景を満喫することができます。

東京スカイツリータウンで素敵な思い出づくりを・・・ 一味違うアウトドア体験や夢のお買い物も！

１０周年だからこそ実現できた豪華なプラン！東京スカイツリータウンで一日を過ごした後は、スイートルームで特別な

時間を。大切な人と素敵な日をお過ごしください。
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※価格は全て税込です。また、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。



越 前 ・ 福 井 の 海 の 幸 を 堪 能 で き る

超プレミアムな福袋 ￥１００，０００

越前海鮮倶楽部（イーストヤード１階）

販売期間：２０２２年１月１日（土・祝）～３日（月）

販売個数：１袋

販売方法：店頭販売

福井・三国漁港から水揚げされた「越前がに」２杯に、

三国産「刺身用甘えび」、当店自慢の「海鮮せんべい」

がたっぷり入った豪華福袋です。

※海鮮せんべいのみ当日のお渡し。

※越前がに・甘えびは後日配送いたします。

旬の高級フルーツが毎月届く！サブスク福袋

￥１００，０００

澤光青果（ウエストヤード２階）

応募期間：２０２２年１月１日（土・祝）

～１０日（月・祝）

販売個数：１個

販売方法：抽選販売

バイヤーが厳選した旬のフルーツを１年間、毎月ご自宅

にお届けします！合計約１５万円相当のサブスク福袋

です。

※店頭の応募用紙に必要事項を記入の上、店頭スタッフに

お渡しください。

１０周年だからこそ実現した、超お得プライス＆プレミアムな福袋！

１０周年ならではの豪華な福袋！ちょっと贅沢な食材で「お家時間」を楽しんで

三日月シートを早期予約できる天空１０周年

記念プレミアムチケット ￥１０，０００

コニカミノルタプラネタリウム天空

（イーストヤード７階）

応募期間：２０２２年１月１日（土・祝）～１５日（土）

販売個数：１０名様

販売方法：抽選販売
※期間内に天空作品をご鑑賞いただいた方限定。
※本チケットでのご鑑賞は、チケットのお渡し後から
２０２２年１２月３１日（土）上映回までです。

１シート４，０００円～にて販売している、各回３組限定

の大人気な三日月シートをいち早く予約できるチケット

です。通常３日前からしか事前購入できないシートが

特別に１ヵ月前より、３回分予約いただけます！

特選松阪牛ロース肉１,０１０ｇをすき焼きで

特別提供福袋 ￥１０，０１０
お肉の専門店 スギモト本店 （イーストヤード６階）

応募期間：２０２２年１月１日（土・祝）～５日（水）

販売個数：３組 ※１組４名様まで

販売方法：抽選販売

すき焼き用特選松阪牛（通常価格：一人前１２０ｇ・

６，７００円）を特別価格でご提供します。3人前の

野菜盛り、ご飯、味噌汁付きです。

※店頭の応募箱へご応募ください。

※当選者の発表は引換券の発送をもって代えさせていただき

ます。

※価格は全て税込です。また、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。
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本格インドカレー１０種 おうちで楽しく

食べ比べ ￥３，５００

アマラ デリ（ウエストヤード２階）

販売期間：２０２２年１月１日（土・祝）のみ

販売個数：数量限定

販売方法：店頭販売

普段店頭にないものも含むカレー１０種のセットです。

保存料や化学調味料を使用せず、熟練シェフが作る

カレーとなっています。

ブランド１０周年記念！日本製にこだわった

がまくち小物１０点入り ￥１１，０００

ぽっちり（イーストヤード４階）

販売期間：２０２２年１月１日（土・祝）～３日（月）

販売個数：数量限定

販売方法：店舗販売

ブランドも１０周年を迎える「がま口専門店ぽっちり」

の福袋。がま口バックや財布など、計１０点入りと

なっています。

ブランド１０周年を記念した福袋や１０種類の詰め合わせセットが登場！

１０年間でもっとも人気の歴代売れ筋

グッズ１０種 ￥９，９００

戦国魂 天正記（イーストヤード４階）

販売期間：２０２２年１月１日（土・祝）～３日（月）

販売個数：１０個

販売方法：店舗販売

戦国魂 天正記で過去１０年間で人気が高かったグッズ

１０種３万円相当の詰め合わせ。一部復刻商品も入って

います。
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超巨大ビールが当たる！？人気ボトルビール

１０本セット￥５，０００

世界のビール博物館（イーストヤード７階）

販売期間：２０２２年１月１日（土・祝）～３日（月）

販売個数：３００セット

販売方法：店頭販売

人気のボトルビール１０本セットです。当たりが出たら

超巨大ビールをプレゼント！当たる確率は３００分の

１０です！



東京ソラマチ®のレストランでは一部の店舗を除き、２０２２年１月１日（土・祝）より福メニューを

販売します。フォアグラやトリュフなど贅沢な食材を使用したフレンチから、伝統菓子を使用したスイーツ

まで、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。

フォアグラ、牛フィレ、トリュフなど、新年を

祝うスペシャルコース ￥８，８８８

（ディナーのみ・別途サービス料１０％）

ブラッスリーオザミ（イーストヤード３０階）

販売期間：２０２１年１２月２７日（月）

～２０２２年１月１０日（月・祝）

新年のお祝いにぴったりなコース。フォアグラ、

牛フィレ、トリュフなど盛りだくさんな内容となって

います。

新春チョコバナナパフェ ￥５００

バナナ日和（ウエストヤード３階）

販売期間：２０２２年１月１日（土・祝）

～１月３日（月）

販売個数：数量限定

バナナ日和定番のバナナソフトクリームに、お祝い菓子

の「おいり」をトッピングし、チョコでコーティング

したバナナを添えた、正月らしい華やかなパフェです。

２．“福”を呼び込む贅沢な 「福メニュー」

３．まだまだあります！東京ソラマチ人気店の福袋

今年も１２月１日（水）から福袋の販売・予約・抽選がスタートします。気になるお店の福袋は早めの

チェックがオススメです。

セミドライソーセージや生ハムなどの詰め合わせ
￥５，０００／￥８，０００

千駄木腰塚（ウエストヤード２階）

予約期間：２０２１年１２月１日（水）～２８日（火）

※お渡しは２０２２年１月１日（土・祝）・２日（日）

予約方法：店頭のみ

販売個数：計２５個（２種類）

セミドライソーセージや生ハムなどのセットに、

チーズ１個付きの詰め合わせです。

※チーズは３種類のうち、ランダムで１個入っています。

※１月１日（土・祝）からも数量限定・先着で用意があります。

オリジナル刺繍商品が詰まったお得な福袋

￥１０，０００

京東都（イーストヤード4階）

販売期間：２０２２年１月１日（土・祝）～３日（月）

販売個数：数量限定

トートバッグや手ぬぐいなど、３万円相当のオリジナル

刺繍商品が詰まったお得な福袋です。

※写真は８，０００円の福袋です。
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２０２１年１２月１日（水）～２０２２年１月３日（月）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の当日券やコニカミノルタプラネタリウム天空の鑑賞料が割引になるクーポン付きです。

“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：２０２１年１２月１日（水）～２０２２年１月３日（月）

※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（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：２０２２年１月３１日（月）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。

東京スカイツリータウン® 「福袋お年玉スクラッチ」

４．東京スカイツリー® の福袋商品も見逃せない！

SKYTREE CAFE福袋 ￥１,５００

場 所：SKYTREE CAFE（フロア３５０）

販売期間：２０２２年１月１日（土・祝）～１月３日（月）

販売個数：限定３０個

SKYTREE CAFE限定グッズ（スープマグカップとミニトート

バッグ）と東京スカイツリーオリジナルのトートバッグ、

お好きなソフトドリンク１杯がセットになった、お得な福袋

です。

※ドリンクは５００円のメニューからお選びください。

※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。

THE SKYTREE SHOP福袋 ￥２，０２２

場 所：THE SKYTREE SHOP（５階）

販売期間：２０２１年１２月２８日（火）

～２０２２年１月３日（月）

販売個数：数量限定

東京スカイツリーの１/４０００模型やタンブラー、ハンカチ

など、東京スカイツリーのお土産がたくさん詰まったお得な

セットです。

※THE SKYTREE SHOP １階・フロア345では、福袋の販売は

ございません。
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△東京スカイツリータウンⓇ

福袋２０２２ お年玉スクラッチ


