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１．大切な人へ贈りたい、こだわりギフトチョコ

＜Madame Delluc＞（イーストヤード２階 催事会場）

Rainbow of Love（６個入） ¥３，２４０

販売期間 ２月１日（月）～２月１４日（日）

マイレディとハートをモチーフにしたソラマチ限定アソート。

大きなハート形デザインボックスはインパクト大です。

＜賛否両論＞（タワーヤード２階 催事会場）

ペカンナッツショコラ３種詰め合わせ（しょうゆ５０g、

ほうじ茶・きなこ各４５g） ¥１，７５０

販売期間 ２月８日（月）～２月１４日（日）

予約が取れない日本料理店＜賛否両論＞店主、笠原将弘が

贈る和の素材にこだわったチョコレート。３種の和素材で

味付けしました。

数量
限定

※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。
※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。

ソラマチ
初出店

＜THE SKYTREE SHOP＞（タワーヤード５階）

資生堂パーラー 東京スカイツリー® ル・ショコラ

４個入 ￥９５０ 6個入 ￥１，３６０

販売期間 発売中

銀座の老舗「資生堂パーラー」の大人向けショコラ。真っ赤な

ハート型チョコと、スカイツリーが描かれたキャラメルガナシュと

バニラガナシュの数量限定アソートです。

＜COFFEE LAB®＞（イーストヤード２階 催事会場）

オニバスブレンド ¥１，６２０

販売期間 ２月１日（月）～２月１４日（日）

サードウェーブコーヒー「オニバスコーヒー」とモロゾフ

のコラボ。コーヒー好きのあの人に。
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東京スカイツリータウンでは、２０２１年１月２２日（金）～２月１４日（日）までの期間、バレンタイン

限定のチョコレートやスイーツ、メニューなどを販売します。

東京ソラマチ®では「TOKYO Solamachi 2021 Happy Valentine」を開催。常設スイーツ店舗ではもちろん

のこと、２月１日（月）からは特別催事会場に２５ブランドが登場し、様々なバリエーションのチョコレートを

販売します。ギフト向けチョコだけだなく、今年は“おうちで過ごす時間“にぴったりなチョコスイーツが充実し

ています。また、カフェやレストランではバレンタイン限定メニュー、東京スカイツリー®ではこの季節にしか

販売しないチョコレートをご用意しています。

この季節にこそ楽しみたいチョコレートスイーツやメニューを、東京スカイツリータウンで見つけてください。

△パッケージイメージ

△パッケージイメージ

今年はおうちでチョコレートを楽しもう

ギフトチョコはもちろん、充実した“おうち時間“を過ごせるチョコスイーツがたくさん！

東京スカイツリータウン®のバレンタイン
２０２１年１月２２日（金）～２月１４日（日）
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＜染み込みチョコスイーツQua＞

（イーストヤード２階 催事会場）

ブラックストロベリー（６個入） ￥９３０

販売期間 ２月１日（月）～２月１４日（日）

いちごに大人なビターチョコを染み込ませた季節限定商品。

グラッパのお供にもおすすめです。

＜シルスマリア＞（イーストヤード２階 催事会場）

竹鶴ピュアモルト生チョコレート（１６粒入）

￥１，９４４

販売期間 ２月１日（月）～２月１４日（日）

口の中で『竹鶴ピュアモルト』の味わいが豊かにふくらむ、

甘美な生チョコレート。

２．たとえばこんな“おうち時間“に！チョコスイーツ

テレワークの合間に、ほっと一息のブレイクタイム

チョコッと食べたい、食卓を彩る食後のデザート

おうちでゆっくり味わう、お酒とチョコのいい関係

テレワーク

おうちデザート

オンライン飲み会

TOKYO SKYTREE TOWN・TOKYO mizumachi 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。
※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。

＜チーズガーデン＞（タワーヤード２階）

チョコレートフィナンシェ ¥２，０００

販売期間 １月２０日（水）～２月１４日（日）
チーズガーデン人気のフィナンシェとサンフランシスコ発祥

のBean to Barチョコレート専門店「ダンデライオン・

チョコレート」のチョコレートが融合。カカオニブを

アクセントに入れ大人のフィナンシェに。

＜りんごとバター。＞（タワーヤード２階）

アップルショコラテリーヌ ¥１，４０４

販売期間 １月２２日（金）～ ２月１４日（日）

なめらかなショコラテリーヌに、ワインで煮込んだりんご

のコンポートを閉じ込めました。しっとりしてリッチな

味わいです。

＜キル フェ ボン＞（イーストヤード２階）

イチゴとチョコレートクリームのタルト ピース:￥８６４

ホール(１３ｃｍ):￥２，９７０ (２５ｃｍ):￥８，６４０

販売期間 ２月１日（月）～２月１４日（日）
自家製チョコレートカスタードに甘酸っぱいジャムを重ね、

旬のいちごをたっぷりのせた新作のバレンタイン限定

タルトです 。

＜フェスティバロ＞（タワーヤード２階）

ショコラアソート（２個入） ￥５００

販売期間 １月２２日（金）～２月１４日（日）

ルビーチョコにあまおうをブレンドしたお味と、バナナが

入ったレアケーキの２種アソート。



３．おうちでもいちごスイーツ
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３．せっかくだから特別メニューを堪能！カフェ＆レストラン

※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。
※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。
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＜ココノハ＞（ウエストヤード４階）

いちごとキャラメルチョコのコーヒーゼリーパフェ

￥１，０７８

販売期間 １月２２日（金）～２月１４日（日）

キャラメルアイスやブラウニーに、コーヒーゼリーといちご

の酸味をプラス。大満足の期間限定パフェ。

＜ミルク＆パフェ よつ葉ホワイトコージ＞

（ウエストヤード３階）

たっぷりいちごとチョコレートの贅沢パフェ ¥９８０

販売期間 １月２２日（金）～２月２８日（日）

チョコレートソフトクリームにビターチョコクリーム、チョコ

プリンが入った、チョコ好きを虜にする贅沢いちごパフェ。

＜小松庵総本家＞（イーストヤード７階）

バレンタインそばがき ¥１，１５５

販売期間 １月２２日（金）～ ２月１４日（日）

そば粉にココアパウダーを練り込んでそばがきにした、

まるで見た目がチョコレートのような一品。そばつゆを

甘く仕上げたソースが好相性。

＜世界のビール博物館＞（イーストヤード７階）

ダークチョコレートのジェラート マスカルポーネ

チーズとラム酒のシロップ添え ¥９９０

販売期間 １月２２日（金）～ ２月１４日（日）

まぜて全部一緒に食べるとティラミスのような味わいに。

海外直輸入ビールとのユーモアなペアリングも楽しめます。

（ビールはセットに含まれません） ※各日限定２０食

＜Issare shu cielo＞（イーストヤード３０階）

バレンタインスペシャルコース ¥６，５００

販売期間 ２月１日（月）～２月１４日（日）

竹炭をまとった鴨肉のローストをメインディッシュに、

苦みのある大人なチョコパルフェを苺の果肉たっぷりの

ソースでお楽しみいただけるバレンタインスペシャル

ドルチェ付、全 6 品。 ※ディナーのみ各日限定 10 食

＜nana’s green tea＞（イーストヤード４階）

抹茶ショコラグラス with ハーゲンダッツ ¥９６８

販売期間 １月６日（水）～２月１４日（日）

ナナズグリーンティーオリジナル抹茶アイスクリームと

ハーゲンダッツ「スイートチョコレート」が重なり合う、

贅沢な味わいの「抹茶ショコラグラス with ハーゲン

ダッツ」がバレンタイン限定で登場します 。



３．おうちでもいちごスイーツ

【一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 )

東京ミズマチ® でしか味わえない、バレンタイン限定メニューも登場！

4．バレンタイン期間限定サービスもチェック！
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バレンタイン催事店舗限定で１０％OFFグルメ券をプレゼント！
催事会場の店舗にて商品をお買い上げいただいた方に、対象のレストランで

使用できる「10％OFFグルメ券」をプレゼントします。

期 間：２０２１年２月１日（月）～１４日（日）

場 所：タワーヤード～ウエストヤード２階 ／ 地下３F 催事会場
※グルメ券利用期間は２月２８日（日）まで。

※レストラン対象店舗は、東京ソラマチホームページにてご確認ください。

＜Deus Ex Machina Asakusa＞

（東京ミズマチ ウエストゾーン W05）

販売期間 １月２３日（土）～３月１４日（日）

①ROSY CAFE MOCHA(ロージーカフェモカ) ¥７５０

バリスタが丁寧に作り上げるバラのように美しいレッドカラーのラテ。

②SBW SHAKE(エスビーダブリューシェイク) ¥８００

いちごの甘酸っぱさとバナナの濃厚な甘さにホワイトチョコレートの

ミルキー感を加えたシェイク。

③SPICED HOT AFFOGATO(スパイス ホットアフォガート) ¥７５０

バニラアイスクリームにピリッとした辛味のあるホットチョコレート

を使用した大人の食べるドリンク。

＜WISE OWL HOSTELS RIVER TOKYO

カフェBAR＆イベントスペース ふくろう360°＞

（東京ミズマチ イーストゾーン E01）

ダブルレアチーズケーキ バレンタインver.

カット（店内用）:￥５３０

ホール(お持ち帰り用・冷凍販売):￥３，１５０

販売期間 １月２２日（金）～２月１４日（日）

墨田区内の人気店「BANANA FACTORY」と「東向島

珈琲店」がコラボしたここでしか味わえない濃厚なチーズ

ケーキ。チョコレートフレーバークランチを土台に使用

したバレンタイン限定メニューをご用意しました。

①

②

③

＜shake tree DINER＞

（東京ミズマチ イーストゾーン E06）

Homemade Hot Dog ￥１，１５０

販売期間 １月２２日（金）～２月１４日（日）

Shake Tree DINER限定のホットドッグに期間限定

メニューが登場。パン部分は両面をぱりぱりに焼いており、

バレンタイン限定の自家製ソーセージは噛んだときに

ジュワッと溢れ出る肉汁をお楽しみいただけます。

※１日１５食限定、フレンチフライ・コールスロー付

※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。
※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。

※写真はダブルレアチーズケーキ
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東京スカイツリータウン
から徒歩３分！

数量
限定

ミズマチ
限定

ミズマチ
限定

ミズマチ
限定

東京スカイツリータウン®の庭～空とグランピングとBBQ～
期間中、グランピングプランをご予約・ご利用のお客さま限定で「スパークリング

ワイン」を１組さまにつき１本プレゼント。大切な人を誘って、グランピング

で距離を縮めてみませんか。

期 間：２０２１年１月２２日（金）～２月１４日（日）

営業時間：１１：００～２０：００

場 所：ウエストヤード５階 ファームガーデン

※変更になる可能性があります ※前日までに要予約


