
東京スカイツリータウンでは、２０２２年１１月１０日（木）から始まる「東京スカイツリータウン®

ドリームクリスマス２０２２」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特別コースやメニューをご用意。また、この季節しか買うことの

できないスイーツやケーキ、ギフトも取り揃えています。

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ローストビーフやクリスマスツリーに見立てたサラダなどクリスマス感たっぷりの

限定メニューのほか、鰻やあんみつなど和で楽しむクリスマスメニューもご用意しています。

また、マカロンを飾ったソラマチ限定ケーキ、チーズケーキ、シュトーレンなどバラエティ豊かなクリスマスケーキ

を取り揃えているほか、高級プリザーブドフラワーやクリスマスカラーのお箸など、こだわりのギフトアイテムも

おすすめです。

さらに今年は、「10周年の東京スカイツリータウンで叶える、10のWish List」と題したクリスマスに

オススメの“10のコト”をご提案しています。限定メニュー・スイーツやギフトの他にも、イルミネーションや

プロジェクションマッピングなど、見どころ盛りだくさんです。

東京スカイツリータウンで、家族や友人、恋人など大切な人と過ごすクリスマスを、ぜひお楽しみください。

【―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）

限定メニューやスペシャルなギフトで大切な人とのクリスマスを！

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

スカイツリータウンで叶えたい１０のWish Listも！
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※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。

１．東京スカイツリー®を眺めながら特別な時間を！クリスマス特別コース

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。

Christamas Dinner Course

¥２２，０００（別途サービス料10％）

オマールエビや黒毛和牛を使ったクリスマス限定
の特別フルコースです。夜景を眺めながら楽しむ
贅沢なコースでクリスマスの夜を華やかに彩り
ます。

■ブラッスリーオザミ （イーストヤード３０階）

■Pâtisserie PAROLA （イーストヤード３０階）

■魚力鮨 （イーストヤード３０階）

予約期間： １１月１日（火）～

予約方法：店頭・電話

販売期間：１２月１日（木）～１２月２５日（日）

X'masコース

¥１５，０００（サービス料込）

この季節でしか食べられない白苺のトロンプ

ルイユなど、旬の苺を贅沢に使ったスペシャル

ディナーです。クリスマスらしい華やかな

プレートで大切な方との素敵な時間をお手伝い

します。

予約期間：受付中～１２月２２日（土）

予約方法：店頭・電話・ＨＰ

販売期間：１２月２３日（金）～１２月２５日（日）

ソラマチ
限定

数量
限定

ソラマチ
限定

予約期間：受付中／予約方法：店頭・電話・ＨＰ

販売期間：１２月１9日（月）～１２月２５日（日）

ソラマチ
限定

数量
限定

クリスマス特別コース

¥１６，５００（サービス料込）

鮮魚専門店「魚力」の直営店。厳選のにぎりは

もちろん、豪華9品の前菜やメインの伊勢エビなど

新鮮な旬の魚介を使った贅沢なコースです。和で

味わう特別なクリスマスをぜひお楽しみください。
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前川クリスマスペアセット ¥１６，０００

＜鰻 駒形 前川＞（イーストヤード７階）

販売期間 １２月１０日（土）～１２月２５日（月）

前川おすすめの料理をペアセットにしました。老舗の味を

贅沢に堪能できるクリスマス限定メニューです。

國見のローストビーフ ￥１，５００

＜國見＞（イーストヤード３１階）

販売期間 １２月２３日（金） ～１２月２５日（日）

上質の和牛を丁寧に調理したローストビーフです。本格

赤ワインソースで仕上げました。

クリスマスペアリングセット ￥１，９００

＜SOL'S COFFEE＞（イーストヤード７階）

販売期間 １１月１日（火） ～１２月２５日（日）

エスプレッソに少量のスチームミルクを加えた

「コルタード」の２種類飲み比べセット。クリスマス限定

の焼菓子付きです。

ブロッコリーのクリスマスツリーサラダ ￥１，４３０

＜小松庵総本家＞（イーストヤード７階）

販売期間 １１月１日（火） ～１２月２５日（日）

ブロッコリーをツリーに見立て、色鮮やかな野菜で飾った

クリスマス感あふれる一皿。中にはポテトサラダが入って

います。

甜カステラ ホイップクリーム ￥６８０

＜台湾甜商店＞（タワーヤード２階）

販売期間 １１月１日（火）～１２月２５日（日）

台湾で古くから親しまれている家庭的なスイーツ台湾

カステラ。ふわふわで濃厚な卵の香りがするカステラに

ちょうどよい甘さのホイップクリームをはさみました。

クリスマスフルーツあんみつ ￥６５０

＜船橋屋＞（タワーヤード２階）

販売期間 １２月２日（金）～１２月２５日（日）

クリスマスツリー型の抹茶羊羹や星の形をしたくず餅、

イチゴなどフルーツをトッピングしたクリスマス仕様の

限定あんみつです。和のクリスマスをお楽しみください。

２．クリスマス気分を高める！東京ソラマチⓇクリスマス限定メニュー

各日限定
20食

ソラマチ
限定

数量
限定

ソラマチ
限定

数量
限定

ソラマチ
限定

数量
限定

数量
限定

ソラマチ
限定
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ノエル・コロレ ¥７，１２８（６号）

＜銀座ブールミッシュ＞（タワーヤード２階）

販売期間 １２月２３日（金）～１２月２５日（日）

ソラマチ限定のオリジナルケーキ。人気のイチゴ

ショートケーキの上にカラフルなマカロンを飾りました。

プチノエルセット ¥１，５１２（２個セット）

＜鎌倉レ・ザンジュ＞（タワーヤード２階）

販売期間 １２月２２日（木）～１２月２５日（日）

ザクザク触感のビスキュイに、濃厚なショコラクリームを

合わせ星が輝く由比ガ浜をイメージした「ノエル星月夜」

（写真左）と、全体をホワイトチョコとフランボワーズの

グラッサージュでコーティングし静御前をイメージした

「ノエル静」（写真右）のセット。

甘熟ほしいもの濃蜜バスクチーズケーキ

￥２，７００（１５．５ｃｍ）

＜らぽっぽファーム＞（タワーヤード２階）

販売期間 １２月２３日（金）～１２月２５日（日）

焼き芋の蜜をそのまま閉じ込めたような甘さの濃蜜ほしいも。

糖度が高い熟成焼き芋から作るからこそ出せる表面の

べっこうのような艶と、柔らかくねっとりとした食感が特徴。

Xmasなめらかプリンケーキ ￥４，３００（５号）

＜パステル＞（イーストヤード地下３階特設会場）

販売期間 １２月２３日（金）～１２月２５日（日）

プリンとケーキを同時に楽しめるパステルならではの贅沢な

一品。なめらかなプリンをまるごと乗せたパステル

オリジナルケーキです。

シュトーレン

Ｓ ￥１，２００ Ｌ ¥２，３００

＜ベーカリー&パブリック ペニーレイン＞

（イーストヤード１階）

販売期間

１１月１日（火）～１２月２５日（日）

ラム酒で漬け込んだドライフルーツミックス

を練りこみ、アクセントにシナモンを効かせ

ました。

シュトーレンフリュイ L ￥３，２４０

＜フェーヴ＞（タワーヤード２階）

販売期間

１１月１日（火）～１２月２５日（日）

小麦粉と本場ドイツのマジパンを使用した風味

豊かな生地と、贅沢に包んだナッツの香ばしさ

やフルーツの甘味・酸味を楽しめる一品。

３．クリスマス当日はもちろんその前も！東京ソラマチⓇクリスマスケーキ

シュトレン ￥１，９００

（お酒なし ¥１，７００）

＜くらすわ＞（イーストヤード１階）

販売期間

１１月１日（火）～１２月２５日（日）

お酒の効いた伝統的なシュトレンとお子様も

食べられるお酒の入っていないドライイチゴ

のシュトレンの２種類を用意しました。

期間限定
ショップ

ソラマチ
限定

期間限定
ショップ

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

シュトーレンで楽しむクリスマス

数量
限定

数量
限定

数量
限定

ドイツ発祥のシュトーレンはクリスマスを待つ期間に少しずつスライスして食べるのが本場の風習。各店舗のシュトーレンを

食べ比べながらクリスマスまでの時間をゆっくり楽しんでみてはいかがでしょうか。
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高級プリザーブドフラワーDIAMOND ROSE

¥ ８，２５０

＜フラワーデコ＞（イーストヤード１階）

※通年販売商品

高級プリザーブドローズブランド「AMOROSA」が

手掛ける希少なダイアモンド入りラメを化粧した至極の

一品です。

がま口ハンドルクラッチ 編むくま ￥ ２３，１００

天溝がま口 編むくま ￥１１，４４０

＜文庫屋「大関」＞（イーストヤード１階）

販売期間 １１月１０日（木） ～ 売り切れ次第終了

編み物をするくまの姿にほっこり癒されるクリスマス限定

柄。クラッチは普段は販売していない限定アイテムです。

八角銀ライン 夫婦箸 緑・赤

1膳 ¥ ２，７５０／桐箱 ¥ ６６０／セット ¥ ６，１６０

＜銀座夏野＞（イーストヤード４階）

※通年販売商品

クリスマスカラー箸セットです。八角形で握りやすさも

あり、食卓が明るくなります。

マロンカットのロンドンブルートパーズ（K14GF使用）

ネックレス ¥ ２２，０００／ピアス ¥２９，１５０

＜あくせ処とぅ～む＞（イーストヤード１階）

※通年販売商品

透き通った濃紺が美しい、ロンドンブルートパーズの良さ

が際立つアクセサリーです。

HERBIN〈エルバン〉

ガラスペンつむぎ＆ミニインクセット ￥４，１８０

＜ノイエ＞（イーストヤード４階）

※通年販売商品

透明感のある涼し気なボディはすべてハンドクラフトによる

1点物。ガラスペンのカラーに合わせたインクとセットです。

金子眼鏡 オリジナル牛革ケース ￥ ９，９００

＜金子眼鏡店＞（イーストヤード２階）

販売期間 １１月１日（火） ～１２月２５日（日）

ケース内部に奥行きのある鼻当てが付いており、フレームが

ケースにしっかり収まります。牛革は使い込むほどに味わい

が増し、経年変化も楽しめます。

４．大切なあの人にちょっとリッチな贈り物！ギフトセレクション

数量
限定

数量
限定

数量
限定
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東京ソラマチⓇ NEW OPEN 情報

限定メニューでクリスマス気分を高めたい！

特別なギフトであの人を喜ばせたい！

雰囲気ある空間でおいしいディナーを楽しみたい！

今年こそは高い場所からクリスマスを祝いたい！

イルミネーションを写真におさめたい！

リニューアルしたイルミネーションをお見逃しなく。

クリスマスマーケットを楽しみたい！

３年ぶりのマーケットでクリスマスの賑わいを楽しんで。

プロジェクションマッピングを体験したい！

今年は４年ぶりにプロジェクションマッピングが復活。

水族館とプラネタリウムでデートしたい！

スペシャルコスメでクリスマスまでに自分をアップデートしたい！

限定色のコスメや特別なクリスマスコフレをゲットして！

とっておきのデート服、リンクコーデにしたい！

大切な人と楽しむおすすめリンクコーデをご提案！

■オープン日：１１月１０日（木）

■場 所：６階１０番地

種類豊富な食事メニューに加え、デザートが自慢のビュッフェレストラン。

自慢のデザートは、お客様の目の前で焼くクレープを中心に、

シュークリーム、ケーキ、アイスクリーム、フルーツなど、見た目も楽しい

様々な種類がずらりと並びます。食事メニューは、窯焼きのピザやパスタ、

野菜をたっぷり摂れるサラダバーやデリ、肉料理や魚料理をバラエティ豊富

にご用意しています。

まだまだほかにも！今年のクリスマスは叶えたいことが盛りだくさん！

「10周年の東京スカイツリータウンⓇで叶える、10のWish List」

今年は「10周年の東京スカイツリータウンⓇで叶える、10のWish List」と題して、10周年のスペシャルな

クリスマスに体験したい“10のコト”をご提案しています。オススメメニュー＆スイーツ・ギフトのほかに

も、見どころ盛りだくさんの東京スカイツリータウンであなたの”Wish”をぜひ叶えてください。

※詳しくは東京ソラマチＨＰをご覧ください https://www.tokyo-solamachi.jp/

Wish

Wish

Wish

Wish

Wish

Wish

Wish

Wish

Wish

Wish

「10周年の東京スカイツリータウンⓇで叶える、１０のWish List」

家族や友人とのクリスマスパーティーにもぴったり！ビュッフェレストラン「THE PLATINUM」

オープン記念フェア

１１月１０日（木）～１１月１４日（月）5日間限定

お食事代金より１０%OFF
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