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贅沢なスイーツやお酒とおつまみで秋を味わう

東京スカイツリータウン®

AUTUMN SWEETS COLLECTION＆秋の夜長のほろよいフェア

２０２２年９月５日（月）～１０月２日（日）

東京スカイツリータウンでは、２０２２年９月５日（月）～１０月２日（日）までの期間、秋の味覚を

ふんだんに使用したスイーツやお酒とおつまみのお得なセットが楽しめる「AUTUMN SWEETS

COLLECTION＆秋の夜長のほろよいフェア」を開催します。

「AUTUMN SWEETS COLLECTION」には、秋の定番スイーツであるモンブランはもちろん、栗を使った

ロールケーキやスイーツドリンク、さつまいもを使った和風パンケーキやパフェなど、秋の味覚を贅沢に使用

したスイーツが登場します。また、「秋の夜長のほろよいフェア」では、おつまみ＋アルコール一杯をお得な

３つの価格で楽しめる「ほろよいセット」や、お店オリジナルの日本酒とユッケといったおすすめ銘柄と

相性抜群の料理を提案する「お酒×フード」など、秋の夜長にお酒を美味しく楽しめるメニューをご用意して

います。

さらに、浅草と東京スカイツリータウンの間に位置する商業施設「東京ミズマチⓇ」でも、秋のおすすめ

メニューが盛りだくさんです。大粒のシャインマスカットを包んだ大福や、プリンとモンブランを組み合わせ

たデザートなど、秋の訪れを感じさせるメニューを楽しむことができます。過ごしやすい秋の気候の中、東京

ミズマチまで散策をしてみてはいかがでしょうか。

ぜひ、東京スカイツリータウンや東京ミズマチの限定スイーツ・メニューで食欲の秋を存分にお楽しみ

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）
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TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER ※価格は全て税込です。軽減税率制度に伴う適用税率など、商品の詳細につきましては各店舗へお問い合わせください。
※内容や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。

秋の和風スフレパンケーキ ¥８５０

※ソフトドリンク１杯（一部商品除く）付き

＜お肉の専門店スギモト本店＞（イーストヤード６階）

販売期間 ９月５日（月）～１０月２日（日）

さつまいも、栗、南瓜を使い、秋らしい和風のパンケーキに

仕上げました。黒蜜ソースをかけてお召し上がりください。

カフェ・グルマン ※価格は店舗へお問い合わせください。

＜Pâtisserie PAROLA＞（イーストヤード30階）

※通年販売メニュー

9月1日新たにオープンするパティスリー。秋の食材を使用

した、パロラオリジナルのデセールをお楽しみください。

※仕入れ状況により内容変更あり

モンブラン ￥６５０

＜サードシュガー＞（タワーヤード２階）

販売期間 ９月５日（月）～１０月２日（日）

栗をたっぷりと贅沢に使用した、濃厚な味わいを楽しめます。

各日限定２０個の限定商品です。

お月見ソフト ￥８６０

＜祇園辻利＞（イーストヤード６階）

販売期間 ９月５日（月）～１１月上旬

ほうじ茶ゼリーとさつまいもムースの上に抹茶クリームを

のせ、お芋のクリームをモンブラン風にトッピングした秋

の味覚たっぷりのパフェです。

和栗 HISAYA ROLL ￥２，７００

＜比沙家＞（タワーヤード２階）

販売期間 ９月５日（月）～１０月２日（日）

国産栗を使用したオリジナルマロンクリームと渋皮煮を生

クリームと一緒にしっとり生地で包みました。濃厚なクリーム

と栗の美味しさを楽しめる、堂島ロールとのコラボ商品です。

マロンハニーみるく ￥６５０ ※展望台の入場料が必要です

＜SKYTREE CAFE 350＞（天望デッキフロア350）

販売期間 ９月５日（月）～１１月中旬

やさしい甘さのみるくドリンクに、たっぷりホイップと

マロンハニーソースをかけた秋らしいスイーツドリンクです。

１．AUTUMN SWEETS COLLECTION

数量
限定

各日限定
２０個

数量
限定

ＮＥＷ
ＯＰＥＮ

各日限定
５個

パティスリー パロラ
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２．秋の夜長のほろよいフェア
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山形の銘酒「大山」特別純米酒 ニダイメ野口鮮魚店オリジナル

×まぐろ温玉自家製ユッケ ￥１，５００

＜ニダイメ野口鮮魚店＞（イーストヤード１階）

販売期間 ９月５日（月）～１０月２日（日）

オリジナルの特別純米酒は味わいのバランスが抜群。自家製

ユッケだれに漬け込んだこだわりのまぐろとよく合う、

キリっとした飲み口の日本酒です。

アルザブロ ハリア・チャコリ

×オリジナルタパスセット ￥１,９５０

＜ミゲルフアニ＞（イーストヤード６階）

販売期間 ９月５日（月）～１０月２日（日）

すっきり辛口の中にも後味に柑橘の甘みが感じられる

スペイン産の白ワイン。3種のタパスとともにお楽しみ

ください。

※価格は全て税込です。軽減税率制度に伴う適用税率など、商品の詳細につきましては各店舗へお問い合わせください。
※内容や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。

うなぎ佃煮＆生ビール

＜鰻 駒形 前川＞（イーストヤード７階）

販売期間 ９月５日（月）～１０月２日（日）

江戸前のたれで煮込んだ風味のある鰻の佃煮とクラフト

ビール「TOKYO隅田川ブルーイング」のセットです。

お好みの餃子＆アルコール

＜宙寅屋＞（イーストヤード１階）

販売期間 ９月５日（月）～１０月２日（日）

バナナ餃子、担々辣餃子、葱ポンズ餃子など計9種の餃子の

中からお好きな餃子をチョイスできます。

天ぷら＆生ビール

＜天麩羅うづきの＞（イーストヤード７階）

販売期間 ９月５日（月）～１０月２日（日）※平日17時～

本日おすすめの天ぷら2品と野菜スティックにつけて食べる

ピリ辛の三升漬けをお供に生ビールを味わえます。

油淋鶏＆ハイボール

＜南国酒家原宿麺飯房＞（ウエストヤード３階）

販売期間 ９月５日（月）～１０月２日（日）

定番の組み合わせ”ハイカラ”をお店自慢の油淋鶏でお得に

楽しめます。

¥１，５００ ¥１，０００

¥１，０００ ¥７００

●おすすめの銘柄と相性抜群の料理をご提案！「お酒×フード」

●おつまみ＋アルコール一杯をお得な３つの価格でご提供！「ほろよいセット」

各日限定
１０食

校正依頼済み

数量
限定

数量
限定

数量
限定



マルヴァプディング マロンクリーム

￥９９０

＜Jack's Wife Freda＞

（ウエストゾーンＷ０３）

販売期間 ９月３日（土）～１１月上旬

南アフリカの郷土料理でキャラメル

ソースを染み込ませた温かいパウンド

ケーキです。マロンクリームとマロン

グラッセを添えてお召し上がりください。
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自家製プリンモンブラン ￥９５０

＜LAND_A＞（ウエストゾーンＷ０１）

販売期間（予定）

９月３日（土）～１１月１３日（日）

クラシックな固めのプリンの上に、

国産和栗をふんだんに使用した

モンブランを飾った一品。プリン

好き・モンブラン好きは必見です。

※価格は全て税込です。軽減税率制度に伴う適用税率など、商品の詳細につきましては各店舗へお問い合わせください。
※内容や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。

シャインマスカット大福 ￥３２０

＜いちや＞（ウエストゾーンＷ０４）

販売期間 ９月上旬～１１月上旬

最高級山梨県産の大粒シャインマス

カットを贅沢に白あんで包んだみず

みずしく甘く爽やかな一品です。

むぅクリーム「ラムレーズン」 ￥４５０

＜むうや＞（ウエストゾーンＷ０７）

販売期間

９月１日（木）～１２月３１日（土）

アールグレイの茶葉を混ぜ込んだムー生地

でラムレーズンの餡を包み、仕上げにホ

イップクリームをたっぷり絞りました。

ワイルディンアウト ￥１,８５０

＜Shake Tree Diner＞

（イーストゾーンＥ０６）

販売期間

９月１日（木）～１０月２３日（日）

２枚のパティでご飯を挟んだ、お肉

を存分に楽しむハンバーガー。ハン

バーグとステーキのいいとこ取りの

ダイナミックな逸品です。 ※店内限定

オータムアイリッシュコーヒー

￥９５０ ※ナッツとセット販売

＜ LATTEST SPORTS＞

（イーストゾーンE０７）

販売期間 ９月１日（木）～１０月３１日（月）

しっかりとウイスキーを効かせた大人の

コーヒーカクテル。きび砂糖の優しい甘さと、

コーヒーとウイスキーの香り、トッピングに

はホイップクリームをたっぷりと！

東京ミズマチⓇ 秋のおすすめメニュー

キャラメル＆コンポートベーグル

￥７５０

＜DEUS EX MACHINA ASAKUSA＞

（ウエストゾーンＷ０５）

※通年販売メニュー

ビターなキャラメルソース、りんごの

コンポート、刻んだ爽やかなミントを

使用。コーヒーと一緒に食べたくなる

スイーツベーグルです。

ラム香るチャイラテ(Iced/Hot)

￥７００

＜ WISE OWL HOSTELS RIVER

TOKYO （ Cafe BAR & Event

Space 「ふくろう360°」）＞

（イーストゾーンＥ０１）

販売期間 販売中～９月末（未定）

地元の一軒家カフェ「ikkA」監修

の大好評チャイラテにアルコール

新メニューが仲間入りしました。

スパイス＆ラムでほっとひと息

できるドリンクです。

数量
限定

東京ミズマチ
ウエストゾーン

東京ミズマチ
イーストゾーン


