
 

カップルでも、家族でも、女子会でも楽しめる 

東京スカイツリータウン® Ｘ’ｍａｓメニュー＆スイーツ 
予約限定のクリスマスケーキも販売 

 

  
【―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（１０：００～２１：００) 

東京スゞツリーコールセンター ＴＥＬ ０５７０－５５－０６３４ （９：００～２０：００) 

 

 

 

 

 東京スゞツリーダンでは、２０１８年１１月８日（木）から点灯するゞラフルに彩られたクリスマスルミ   

ネーションとともに楽しめる、メニュー&スーツを販売します。東京ソラマチ®の６階・７階・３０階・３１階              

レストランフロゕではクリスマス限定メニュー、２階のスーツ店舗ではクリスマスケーキを販売します。 

 東京ソラマチの高層階30階・31階ソラマチダニングスゞツリービューでは、東京スゞツリー®の  

クリスマス限定ラテゖングや東京の夜景を見ながら特別な雰囲気とともに食事を楽しめます。６階・７階   

ソラマチダニングでは、下町感のあるクリスマス特別メニューやクリスマスならではのお肉の贅沢メニュー

のほか、数量限定メニューなどをご用意。ゞップル・家族・女子会など様々なシーンでお楽しみいただけます。 

 2階フードマルシ゚のスーツ店舗では、クリスマスにぴったりなフランスの代表的なクリスマスケーキのビュシュ・

ド・ノ゛ル、ソラマチ限定のゞラフルな盛り付けのクリスマスケーキ、予約限定や通常販売のケーキなどさまざまな     

スーツを取り揃えています。 

 また、東京スゞツリーのゝフゖシャルショップ「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」では、公式キャラクター ソラゞラ

ちゃんのクリスマスコスチュームに合わせてデザンしたぬいぐるみが登場。天望デッキ フロゕ ３５０「ＳＫＹＴＲＥＥ  

Ｃ：ＦＥ」では、美しい眺望とともにクリスマス限定ゞクテルやパプを楽しめる期間限定メニューを販売します。 
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※価格は全て８％の税込です。販売期間などが変更になる可能性があります。 TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京スカイツリータウン  で過ごすＸ’ｍａｓ～カップル編～   

＜ブラッスリーオザミ＞ 
（ーストヤード３０階） 

 

 東京ソラマチ®にある高層階30階・31階ソラマチダニングスゞツリービューでは、東京スゞツリー®の

クリスマス限定ラテゖングや東京の夜景を見ながら食事を楽しめます。厳選素材を使った予約コースを味わう

上質な時間は、２人で過ごす特別な日にぴったりです。そのほか、2階フードマルシ゚のスーツ店舗では、 

ゞップルにぴったりなフランスの代表的なクリスマスケーキのビュシュ・ド・ノ゛ルやいちごをふんだんに

使ったケーキ、金箔で彩ったチョコレートケーキなど、見た目も豪華なクリスマスケーキを販売します。 

クリスマスコース ￥１６,２００ 

予約期間：受付中(ＴＥＬ０３－５８０９－７４７７／店頭) 

期間：１２月１４日（金）～１２月２５日（火） 

特別な夜に、国産牛フゖレ肉やゝマール海老など厳選された
豪華食材が堪能できる、クリスマス限定スペシャルコース。
※別途サービス料あり ※お席によってテーブルチャージが
あります。 

＜LA SORA SEED FOOD RELATION 
RESTAURANT＞（ーストヤード３１階） 

 

＜キル フェ ボン＞ 
（イーストヤード２階） 

赤いフルーツのタルト  
¥３，０２４（whole1５センチ） 

＜モロゾフ＞ 
（タワーヤード２階） 

きらめく聖夜 ¥３，２４０ 
予約期間：１１月１日（木）~１２月２１日（金） 
販売期間：１２月２３日（日）～２５日（火） 

上段から艶やかなグラサージュショコラ、

ミルキーなチョコレートムース、    

甘酸っぱいラズベリークリーム、サクサク

のゕーモンドクロゞント、ふわふわの 

チョコレートスポンジが楽しめます。 

予約期間:１１月１日（木）～１２月１５日（土） 
販売期間:１２月２１日（金）～２５日（火） 

販売期間：販売中 

＜銀座ブールミッシュ＞ 
（タワーヤード２階） 
ビュシュ・ドゥ・ノエル  
¥３，２４０ 

チョコレートクリームとジャンドヤを
サンドしました。ゞラフルなマゞロンが
楽しい薪の形のケーキ。 

まろやかな酸味のラフゖネクリームの
タルトにシナモンをふり、6種の  
ベリーをふんだんに飾った女性に人気
の甘酸っぱいタルトです。見た目も 
華やかで贈り物としても人気です。 

予約期間：１０月２１日（日）～ 
(ＴＥＬ０３－５８０９－７２８４／店頭) 
※予約が埋まり次第終了 

期間：１２月２１日（金）～１２月２５日（火） 

食材を活かした奥田流タリゕンならではのキャビゕ、
伊勢海老、フ゜ゕグラ、：５の和牛、トリュフなどを
使ったクリスマス限定フルコースです。※その他予約
コースメニューあり ※乾杯ドリンク付き、サービス
税込み 

クリスマス限定ディナーコースB ￥２０，０００ 

Amore course ￥２０，０００（数量限定） 

予約期間：１０月１５日（月）～１２月２５日（火）
(ＴＥＬ０３－６６５８－５１３０／店頭) 

期間：１２月２２日（土）～１２月２５日（火） 

宮崎県産黒毛和牛ロースト、タリゕトスゞーナ産 
キゕニーナ牛のラグーソースの自家製パスタ”ピチ”に、
黒トリュフをかけた逸品を頂けるコースを用意。  
※その他予約コースメニューあり ※別途チャージ料
あり 

＜Issare shu cielo＞ 
（ーストヤード３０階） 
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東京スカイツリータウン  で過ごすＸ’ｍａｓ～家族編～   

 東京ソラマチ®の６階・７階ソラマチダニングでは、下町ならではのクリスマスメニューや普段より少し 

贅沢したメニュー、特別な日のごちそうメニューなど家族全員でクリスマスを楽しめるレストランが揃って  

います。また2階フードマルシ゚のスーツ店舗では、ゞラフルなマゞロンやサンタクロースを飾ったクリスマ

スケーキなど、お子さまも喜ぶスーツを販売します。 

チキンオニオングラタンもんじゃ ￥１,５００ 

期間：１１月８日（木）～１２月２５日（火） 

販売時間：１７：００～ 

じっくりと煮込んだタマネギとたっぷりの  
チーズが相性抜群のもんじゃ。上からフラド
ゝニゝンを振りかけサクサクの食感も楽しめ 
ます。寒い冬に体の芯から温まるメニューです。 

＜月島名物もんじゃ だるま＞ 
（ーストヤード７階） 

予約期間:１１月１日（木）～１２月２０日（木） 
販売期間:１２月２２日（土）～２５日（火） 

＜東京凮月堂＞ 
（タワーヤード２階） 
X’masデコレーションケーキ 

バニラスポンジにコク深いゞゞゝ 
ペーストとバターが入ったクリームを
挟んだ、見た目もかわいらしいケーキ 
です。 

販売期間:１１月２６日（月）～１２月２５日（火） 

＜らぽっぽファーム＞ 
（タワーヤード２階） 
  
¥３３０（１００ｇ） 

＜銀座ブールミッシュ＞ 
（タワーヤード２階） 
フェット・ドゥ・ノエル 

予約期間：１１月１日（木）～１２月１５日（土） 

販売期間：１２月２１日（金）～２５日（火） 

真っ赤な苺と、チョコレートやゞラフルな
マゞロンを飾ったフ゜トジ゚ニックな  
クリスマスケーキ。「プット・ド・ 
ノ゛ル」とはフランス語で“クリスマス 
パーテゖー”の意味。ワクワク、゙ギキ 
するクリスマスパーテゖーの始まりです。 

安納芋の焼き芋と生クリームたっぷり
なスートポテトの二層仕立て。  
ミルククリームとチョコレート  
ゝーナメントをのせた、クリスマス 
限定のリッチな味わい。 

＜洋食屋 銀座グリルカーディナル＞ 
（ーストヤード７階） 

 クリスマスプレート ￥２,９９７ 

期間：１１月８日（木）～１２月２５日（火） 

販売時間：１７：００～２１：００ 

黄身まで白い卵を使った特製ゝムラスと 
フ゜ゕグラハンバーグの豪華な組み合わせ。 
いずれにもトリュフが添えられた贅沢なワン 
プレート。 

￥7，０００（各日１０食限定） 

期間：１２月２２日（土）～１２月２５日（火） 

販売時間：１７：００～ 

氷温熟成牛サーロンステーキとロブスター 
テルミドールを盛り合わせたクリスマスらしい
ソラマチ限定の一品です。 

＜お肉の専門店 スギモト本店> 
（ーストヤード6階） 

 

¥４，９６８(５号) ￥６，４８０(６号) 

氷温熟成サーロインステーキとロブスターテルミドール  

クリスマス焼き芋スイーツポテト 

¥３，２４０ 
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東京スカイツリータウン  で過ごすＸ’ｍａｓ～女子会編～   

<インド料理 アマラ> 
（ーストヤード６階） 

  

沖縄を代表する食材を使った沖縄グルメ  

 東京スゞツリーダンには、女子会で女友達やママ友達が集って楽しめるレストラン・ゞプが沢山あり 

ます。クリスマス時期はクリスマスや冬季限定メニューが豊富で、普段とは違った過ごし方ができます。また、 

東京ソラマチ®2階フードマルシ゚のスーツ店舗では、かわいい盛り付けのクリスマスケーキや女性に人気の 

フレンチトーストのスーツ、濃厚で大人な味のチョコレートケーキなどを販売します。 

<ぴょんぴょん舎 Te-su>  
（ーストヤード６階） 

 

HAPPYペアセット 

（サラダ・ナン・デザート付き） ￥３,９８０ 

期間：１１月８日（木）～１２月２５日（火） 

販売時間：１７：００～ 

ハート型のサフランラスを中心にマルドな 
4種類のゞレーとサモサ、゛ビフラなど
HAPPYな盛り合わせペゕメニュー。 

具だくさんプチブイヤベース風ピンチョスと    
スペシャリティビール     

￥１，5００（各日限定１０食） 

期間：１１月８日（木）～１２月２１日（金） 

販売時間：１７：００～ 

ブヤベース風ピンチョスとスペシャリテゖビールの
コラボをお楽しみ下さい。プラス¥600でリゾットも 
提供します。 

<BEER&SPICE SUPER"DRY"> 
（ーストヤード３０階） 

 

チーズタッカルビ ￥１，４９０（数量限定） 

期間：１２月１日（土）～１２月２５日（火） 

販売時間：１７：００～ 

鶏もも肉とゴロッと野菜に、自家製の甘辛  
ソースがマッチ。チーズでさらにまろやかに。 

※数量限定 

販売期間:１１月１日（木）～２０１９年２月予定 

＜Ivorish＞ 
（タワーヤード２階） 
コンテナチョコ 
¥１，４０４ 

大人気コンテナシリーズの冬季限定  
「コンテナチョコ」。一口サズに
ゞットしたフレンチトーストに濃厚な
チョコプデゖングを絡め、トップに
たっぷりのベリーを飾りました。 

予約期間:１１月１０日（土）～１２月１６日（日） 
販売期間:１２月２２日（土）～２５日（火） 

＜旬風 一期一会＞ 
（タワーヤード２階） 

カラフルクリスマス4号 

¥３，５６４ 

4色のフルーツゼリーと球体のチョコを
トッピングし、華やかに仕上げたケーキ。 
ふんわり、しっとり焼き上げたスポンジ
に、ゞスタードクリーム、コクのある 
ホップクリームとスラスいちごを 
サンドしました。 

販売期間:１２月１日（土）～２５日（火） 

＜ゴディバ> 
（イーストヤード２階） 

クリスマス ガトー オ ショコラ 
¥３，７８０ 

溶かしたミルクチョコレートとチョコ
レートソースを練り込んでじっくり 
焼き上げた濃厚なチョコレートケーキ。
キラキラ光る赤いパ゙ダーとゴールド
のパールチョコレートが華やかな  
クリスマスを彩ります。 

®  



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

＊上野凮月堂＋ソラカラちゃん 東京カラメリゼ 

シューケット ￥１，２００  

 

天望デッキ フロア３５０ 「ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ」 クリスマス限定スイーツ 

販売期間：１１月1日（木）～１２月２５日（火） 

シュー生地にキャラメルを絡めたざっくり新食感のシュー
ケット。ソラゞラちゃんやスゞツリーをデザンした 

スゞツリーX’mas限定パッケージです。 

左）サングリア ￥７５０ 

販売期間：１１月8日（木）～１２月２５日（火） 

クリスマスにぴったりな、ミックスベリーとレモンが入った、
白ワンベースの飲みやすいサングリゕです。 

（1階・5階） 

東京スカイツリー  クリスマス限定商品・スイーツ情報   

※価格は全て８％の税込です。販売期間などが変更になる可能性があります。 
限定商品につき、なくなり次第終了となります。 
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販売期間：１１月1日（木）～１２月２５日（火） 

伝統菓子ゴーフルの生地を使用し、クランチの表面に  
スゞツリーをデザンしたミルクチョコレートの   

クランチチョコ。X’mas限定スリーブ付きです。 

＊上野凮月堂＋TOKYO SKYTREE ゴーフル

チョコレートクランチ ￥１，０８０  

 （1階・5階） 

ソラカラちゃん クリスマスぬいぐるみ 

￥２，２６８  

 

販売期間：１１月1日（木）～１２月２５日（火） 

ソラゞラちゃんのクリスマスコスチュームに合わせて  
デザンされたぬいぐるみです。ヒラギの髪飾りとふわ

ふわのフゔーがゕクセントのかわいいデザンです。 

（1階・5階・フロゕ345） 

TOKYO SKYTREE クリスマスポストカード 

各￥３００  

 

販売期間：１１月中旬～１２月２５日（火） 

東京スゞツリーを世界一高いクリスマスツリーに   
見立てた「シャンパンツリー」(左)とキャンドルに見立てた

「キャンドルツリー」 (右 )の2種類のクリスマス限定   
ラテゖングのポストゞードです。 

（1階・5階・フロゕ345） 

右）クリスマスパフェ ￥７５０ 

販売期間：１１月8日（木）～１２月２５日（火） 

ソフトクリームとチョコレートムースの甘さ、ミックス  
ベリーとラズベリーの酸っぱさが調和した相性抜群のパプ。 

東京スゞツリーならではの美しい眺望とともにクリスマス

限定スーツをお楽しみ下さい。 

®  


