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東京ソラマチ®では、２０２１年１０月４日（月）～３１日（日）までの期間、おばけやカボチャの
ハロウィン限定メニュー＆スイーツを販売します。今年はサイズや辛さが規格外のメニューをそろえた
「モンスター級メニュー」も登場。おうちでハロウィンパーティーを楽しめるテイクアウトメニューや
グッズもおすすめです。また東京スカイツリータウンの各施設では、ハロウィンイベントも開催します。
この時期だけのハロウィンスイーツやメニュー、イベントをお楽しみください。

かぼちゃの白玉ぜんざい ￥４８０

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：１０月４日（月）～３１日（日）
かぼちゃムースの上に、かぼちゃを練り込んだもちもち食感
の白玉で作ったハロウィン限定クリームぜんざいです。

おばけやカボチャの 「ハロウィン限定スイーツ」

ソラマチ
限定

ソラマチ
限定

ソラマチ
限定 ソラマチ

限定

各日1０食
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。

各日1０食
限定

パンプキンマリトッツォ 各￥４８０

ストロベリーマニア（イーストヤード４階）

販売期間：１０月４日（月）～３１日（日）

しっとり柔らかい丸いパンに、甘くて濃厚なかぼちゃ
クリームをたっぷり挟みイチゴを飾りつけたハロウィン
限定のマリトッツォです。

バナナベビーカステラ -ハロウィンｖｅｒ.-

￥６００（テイクアウト ￥５９０）

バナナ日和（ウエストヤード３階）

販売期間：１０月４日（月）～３１日（日）

人気のバナナベビーカステラに、チョコレートソース、
パンプキンシード、5色のチョコスプレーをトッピングした
期間限定バージョンです。

ドリーミーハロウィンラッシー ￥５２０

アマラ デリ（ウエストヤード２階）

販売期間：１０月４日（月）～３１日（日）

ドラゴンフルーツとバタフライピーを混ぜ合わせた２色
マーブルのラッシー。かぼちゃのクリームとおばけマシュマロ
をトッピングし、かわいいおばけの世界観を表現しています。

おばけやカボチャのハロウィン限定メニュー＆スイーツ
今年はモンスター級メニューも登場！

東京スカイツリータウン® のハロウィン
２０２１年１０月４日（月）～３１日（日）

各日数量
限定

TAKE
OUT



①庄内「山伏豚」のグリルと季節のお野菜「カボチャ」
～甲殻類の香りを合わせて～ ￥３，８００

②「カボチャ」と「ベーコン」と「ゴルゴンゾーラチーズ」
のショートパスタ～ペンネ・リガーテ～ ￥２，６００

③「カボチャ」と「リコッタチーズ」の自家製「カンノーリ」
～カボチャのジェラートを添えて～ ￥１，２００

販売期間：１０月４日（月）～３１日（日）

グリル・パスタ・デザートなどハロウィン限定メニューが
揃っています。

①

②
③

※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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レストランで楽しむ 「ハロウィン限定メニュー」

こわがりパン ￥２９０

デリフランス

（イーストヤード１階）

販売期間：１０月１日（金）～
ハロウィン時期にぴったりな
キュートなパン。白い生地の中
にはベルギーチョコレートが
たっぷり入っています。

ソラマチ
限定

ソラマチ
限定ソラマチ

限定

ソラマチ
限定

ソラマチ
限定

TAKE
OUT

各日15食
限定

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

おばけやカボチャの 「ハロウィン限定スイーツ」

ハロウィンソフト ￥６３０

東毛酪農 63℃

（イーストヤード４階）

販売期間：１０月４日（月）
～３１日（日）

人気のミルクソフトに、チョコ
スプレーとお化けマシュマロを
トッピングした期間限定スイーツ
です。

２度やらない豪華スペシャルハロウィン丼 ￥２，２００

（テイクアウト ￥２，１６０）

ニダイメ 野口鮮魚店（イーストヤード１階）

販売期間：１０月４日（月）～３１日（日）

生サーモン、自家製いくらをメインにした丼に、天然インド
まぐろ、本まぐろのにぎりが乗っかったハロウィン限定
スペシャル丼です。

カボチャのマカロニミートグラタン ￥１,５８０

洋食屋 銀座グリルカーディナル（イーストヤード７階）

販売期間：１０月４日（月）～３１日（日）

甘味の効いたカボチャのペーストにマカロニ入りのミート
ソースを重ねたチーズたっぷりのグラタンです。

ハロウィンおばけ鍋 ￥２，３１０

小松庵総本家（イーストヤード７階）

販売期間：１０月４日（月）～３１日（日）
かぼちゃベースのスープに、ハロウィンおばけの野菜や
こんにゃく・はんぺんが入った、かわいい太打ち鍋焼き蕎麦です。

数量
限定

各メニュー
各日10食
限定



TRICK or TREAT フェア

※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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激辛! ボリューム満点! 「モンスター級メニュー」

筋肉モリモリ メガタンパク質もんじゃ ￥１,６５０

月島名物もんじゃ だるま（イーストヤード７階）

販売期間：１０月４日（月）～３１日（日）
ササミ、赤身肉、大豆ミート、マグロなどタンパク質豊富な
食材を使用したメガもんじゃ。タンパク質の含有量はなんと
１００ｇです！

ソラマチ
限定

ソラマチ
限定

とろけるリッチなMONSTERローストビーフディープ
ディッシュ・ピザ～シカゴ風～ ￥３，９８０

世界のビール博物館（イーストヤード７階）

販売期間：１０月４日（月）～３１日（日）
シカゴピザ特有の分厚い生地に、たっぷりのローストビーフ
とチーズをトッピングして丁寧に焼き上げた、通常EXTRA
サイズの３倍の大きさのモンスター級！ピザです。

ソラマチ
限定

各日５食
限定

-３０℃のギガンテスアンデスメロンアイスクリーム
￥３，０００

摩天楼（イーストヤード３１階）

販売期間： １０月４日（月）～３１日（日）

-３０℃の鉄板で作る、甘くてジューシーなアンデスメロン
1玉と季節のフルーツをふんだんに使った超特大アイス
クリームはモンスター級の美味しさです。※要予約

ソラマチ
限定

数量
限定

東京ソラマチ® 期間限定イベント

ハロウィンキッズパーク

東京ソラマチの対象店舗にて、スタッフに「トリックオア
トリート！」と声を掛けるとお菓子やノベルティがもらえる
フェアを開催します。

開催日 ： １０月３０日（土）、３１日（日）
時 間 ： 対象店舗の営業時間に準ずる
対象店舗： 東京ソラマチホームページにてご確認ください。

※特典内容や条件等は店舗によって異なります。

※準備数がなくなり次第終了となります。

東京スカイツリー®の足元に、お子さま向けのプレイ
スペースが登場。ハロウィン仕様のふわふわ遊具やフェイス
ペイントなど、ハロウィンならではのイベントをお楽しみ
ください。

開催日 ： １０月２５日（月）～３１日（日）
時 間 ： 平日１２：００～１７：００

土日１１：００～１７：００
場 所 ： 東京スカイツリータウン®

４階 スカイアリーナ

※イベント・キャンペーンは予告なく
変更・延期・中止となる場合があります。

対象店舗は
このマークが

目印！

激辛！陳麻婆豆腐 ￥２，２００

銀座アスター 昴 SUBARU（イーストヤード３１階）

販売期間：１０月４日（月）～３１日（日）

四川の名菜「陳麻婆豆腐」に、更に辛みをプラス。唐辛子と山椒
の効いた、辛さがモンスター級の麻婆豆腐です。

今年のハロウィンは、サイズ、辛さ、レベルが規格外のモンスター級メニューが登場！

高タンパク
食材たっぷり！

メロン１玉を
贅沢使い！

この辛さに
耐えられる！？

ＥＸＴＲＡ
サイズの３倍！
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今年は、おうちでリラックスしながらハロウィン気分を満喫するアイテムもたくさん揃っています。

ナノブロック ミニコレクション モンスターシリーズ

左）フランケンシュタインズモンスター

右）ヴァンパイア

各￥858

ナノブロックストア（イーストヤード４階）

販売期間： １０月１日（金）～３１日（日）

ハロウィンのシーズンにぴったりの「モンスター」をテーマにした

シリーズが登場。ナノブロックミニコレクションシリーズは、100

ピース前後なので初心者でも簡単に組み立てることができます。

ハロウィンのテーブルウェアとして飾るのもおすすめです。

①モンスターハロウィン コップ ￥270

②モンスターハロウィン プレート ￥270

③モンスターハロウィン ペーパーナプキン ￥308
TOMIZ by 富澤商店（ウエストヤード２階）

販売期間： 販売中～１０月３１日（日）

おうちパーティーで使うペーパーカトラリーを、カラフルなモンスター柄で

そろえてみませんか？ハロウィン気分を盛り上げること間違いなし

です。 ※なくなり次第終了

ハロウィンオードブル ￥1,500（税込）

宇豆基野（ウエストヤード２階）

販売期間：１０月３０日（土）、３１日（日）

かぼちゃやさつまいもなど、秋の味覚ふんだんに使ったおうち

パーティーにぴったりなオードブル。真ん中のおばけがキュートで

ハロウィン気分が盛り上がります。※なくなり次第終了

おうちで楽しむハロウィンパーティー！

①
②

③

②

左）ハロウィン ジャック キャラメル カスタード

右）ブラッド ストロベリースカル

各￥270 ※テイクアウトのみ

クリスピー・クリーム・ドーナツ（ウエストヤード２階）

販売期間：１０月１日（金）～３１日（日）

ほくほくのパンプキンチョコのいたずら顔に、優しい甘さのキャラメル

カスタードクリーム入りの「ハロウィンジャック」と、ホワイト

チョコにおどけ目玉のスカル。ほどよく甘酸っぱいストロベリー

ソース入りの「スカル」が期間限定で登場します。

みんなで
パーティーに
ピッタリ！

１０月２５日（月）
～３１日（日）は

顔が変わります！

部屋着も
ハロウィン！

プチギフトに
うれしい！

①ジェラートクロネコBIGパーカ ￥7,920

②黒猫柄レギンス ￥5,280

③ジェラートクロネコルームシューズ ￥3,740

ジェラート ピケ（イーストヤード２階）

販売期間：１０月１日（金）～

おうちでハロウィンを過ごすなら、リラックスしながら仮装気分も

楽しめる、黒猫モチーフルームウェアはいかがでしょうか？この期間

限定のアイテムです。※なくなり次第終了

※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。

数量
限定

パーティーの
必需品！

③
①



▲万華鏡トンネル内のミズクラゲ水槽
（イメージ）

ハロウィン限定のコスチュームをまとった東京スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃんが、
東京スカイツリーにご来場の皆さまをお出迎えします。

期 間 ： １０月４日（月）～３１日（日）

時 間 ： １０：３０、１２：００、１３：３０、１５：００、１６：３０、１８：００

※各回約１５分 ※１０月２１日（木）～３１日（日）は１３：３０のみとなります。

場 所 ： 東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０

※予告なく変更、または中止になる場合があります。

※感染症対策のためキャラクターとのふれあいはできません。

※天望デッキへの入場料が必要です。

©TOKYO-SKYTREE

東京スカイツリータウン® ハロウィンイベント

"知ると、もっとふしぎになる”クラゲのヒミツ！

すみだ水族館 「ハロウィン in すみだ水族館」

星空の下でハロウィンパーティー気分！

コニカミノルタプラネタリウム天空 「ハロウィンウェルカムドーム」

期間限定！ハロウィンコスチュームで登場！

東京スカイツリー® 「ハロウィン限定ソラカラちゃんグリーティング」

▲万華鏡トンネル「クラゲとハロウィン」
（イメージ）

プラネタリウム天空では、本編をお楽しみいただくまでの入場時に、星空

の下、不思議な森で行われるパーティー気分が味わえる、ウェルカム映像を

投映します。対象作品の鑑賞券をご購入後、プラネタリウムドームに入場

すると、「ハロウィンウェルカムドーム」をご覧いただけます。上映前の

ため、写真撮影をしたり、プレミアムシートやリクライニングシートに

寝転んで鑑賞したり、自由にお楽しみいただけます。この期間限定の秘密の

森のパーティーへ迷い込んでみませんか？

期 間 ： １０月１日（金）～３１日（日）

時 間 ： 作品上映前の約１０分間

※ハロウィンウェルカムドームの投映がない作品もあります。

※作品上映時間はホームページにてご確認ください。

場 所 ： 東京スカイツリータウン イーストヤード７階

料 金 ： 鑑賞無料

※プラネタリウム作品をご覧いただくための鑑賞料金が必要です。

「クラゲとハロウィン」

長さ約50メートルのスロープの壁と天井に約5000枚の鏡が敷き詰められた

万華鏡トンネルにおいて、「クラゲとハロウィン」を開催します。水槽を

魔女やかぼちゃなどの絵柄の背景パネルで彩り、ふわふわと漂うクラゲが

まるでハロウィンを楽しむおばけのように見えます。また、クラゲの生態の

七不思議も紹介します。トンネルの壁面には、クラゲがかわいいおばけに

変身する映像が流れるほか、音楽や照明もハロウィン仕様で、ミステリアス

な雰囲気の空間を体験いただけます。

期 間 ： １０月１日（金）～３１日（日）

時 間 ： 営業時間に準ずる

場 所 ： 東京スカイツリータウン ウエストヤード５・６階

料 金 : 無料

※すみだ水族館へは入場料が必要です。

展示生物 ： ミズクラゲ、キャノンボールジェリー

※いきものの体調などにより予告なく変更する場合があります 。

▲「ハロウィンウェルカムドーム」
（イメージ）

ハロウィン限定コスチュームのソラカラちゃん

▲

【―般の方のお問い合わせ】
東京スカイツリーコールセンター ℡ ０５７０－５５－０６３４ （１１：００～１９：００ )
東京ソラマチコールセンター ℡ ０５７０－５５－０１０２ （１１：００～ １９：００)

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。
※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。


