
３６５日たこやきが食べられるパスポートや10万本のうまい棒、
水族館でのディナーなど、ハンパないソラマチ限定企画が多数登場！！

東京ソラマチ 平成最後のスペシャルな福袋
２０１９年1月1日（火・祝）～より販売開始

【―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)
東京スカイツリーコールセンター ＴＥＬ ０５７０－５５－０６３４ （９：００～２０：００)

東京スカイツリータウン®では、２０１９年１月１日（火・祝）より新年の機運が高まる４万個以上の福袋を
販売します。

３００店舗以上が揃う東京ソラマチでは、総力をあげ、平成最後のスペシャルな福袋を企画。３６５日
たこやきが食べられるパスポートやお寿司の食べ放題、高級黒毛和牛１頭の半分買いや１０万本のうまい棒と
ジャンボフィギュアのセットなど、夢の“大人食い”が叶う福袋を販売します。

また、東京ソラマチで人気のスポットがレストランやカフェとコラボレーションします。すみだ水族館では
大水槽をバックにこだわりのディナーが味わえたり、コニカミノルタプラネタリウム“天空”in東京スカイツリー
タウン®では「カービィ」とともに美しい星空を眺めたり、特別な時間を過ごすことのできる企画を用意します。

さらに、本場インドの味を伝承するインド人シェフがご自宅に訪問し、本格的なカレー作りを教えてくれる
「プロ出張福袋」や、日本の伝統文化を屈指したお正月にぴったりな縁起物アイテムも登場し、新春を盛り
上げます。

そのほか、東京ソラマチの各ショップでは人気の商品をセレクトしたお得な福袋を販売。家族みんなで食べ
比べを楽しめるスイーツや、新年を迎え、新たに揃えたいファッションアイテムやビューティーグッズなど
購入できます。あわせて、期間限定イベント「ドラゴンボール 超悟空伝」オフィシャルストアではソラマチ限
定のアイテムを販売します。

なお、東京ソラマチにて販売する福袋には、その日からお買いもの券としてご利用いただけるハズレのない
「お年玉スクラッチ」を配布します。今年は特別に、東京スカイツリー®入場券を２０％オフで購入できる
クーポンももれなく付いています。

また、東京スカイツリーオフィシャルショップでは、スカイツリー限定グッズを詰め合わせたセットを用意
します。

ぜひ、平成最後の年の初めにハレ気分になれる福袋を、お楽しみください。
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※都合により販売がなくなりました。（１２月１２日更新）

※
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１．東京ソラマチ® 夢の”大人食い”が叶う福袋

お寿司食べ放題！新春満福福袋 ￥ ２，０１９

江戸 東京 寿し常（イーストヤード７階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～

販売個数：限定1組2名様（抽選）

実施日時：１月１５日（火）～３月１５日（金）の平日

大トロやウニなど含む、お寿司６０種以上の中からお好みの
ネタを９０分間食べ放題できる福袋。お好きなネタを食べ続け
たり、高級なネタを狙って食べるなど、夢のようなお寿司の
食べ方を叶えることができます。

※1種類につき２貫での提供。ドリンクは別料金。

※L.O.15分前。持ち帰り不可。

３６５日 味くらべセット ８個入

「半端ないパスポート」 ￥２０１，９００

たこ家道頓堀くくる（イーストヤード１階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～

販売個数：１０名様（先着順）

ソラマチで人気のたこやきが３６５日食べられるソラマチ店
限定の年間パスポートの福袋。道頓堀くくるで一番人気の
「大たこ入りたこ焼」と、たこ焼の上にもんじゃ焼きをたっぷ
りのせた東京スカイツリータウン店限定商品「東京もんじゃ
たこ焼」のおすすめセットが１年を通して毎日１食食べられ
ます。
※ご提供は1日1食・本人に限り有効。

仙台黒毛和牛まるまる１頭の半分福袋

￥１，０８０，０００

ニュー・クイック （ウエストヤード２階）

予約期間：２０１９年１月１日（火・祝）～１月３日（木）

販売個数：２名様（先着順）

やわらかく、まろやかな味わいが特長のブランド和牛・仙台
黒毛和牛一頭を縦に半分にした約１６０ｋｇ分を部位・重量等
ご利用に応じてオーダーカット。仙台黒毛和牛の全ての部位を
贅沢にお楽しみいただける、お得な福袋です。
※ご来店またはお電話でのご予約のみ。

「うまい棒」１０万本と「うまい棒キャラクター
ジャンボフィギュア」福袋 ￥１，０８０，０００

だがし 夢や（イーストヤード４階）

予約期間：２０１９年１月１日（火・祝）～

販売個数：１名様（先着順）

１０万本のうまい棒と、高さ８０ｃｍのうまい棒の人気キャラ
クタージャンボフィギュアがセットになった福袋です。全１６
種類の味を楽しむことができ、普段はなかなか手に入らない
東京限定シナモンアップルパイ味を手に入れることができます。
家族やお友達へのプレゼントや平成最後の思い出作りにも
ぴったりです。
※うまい棒とフィギュアは後日にご自宅へお届けします。

３６５日たこやきが食べられるパスポートやお寿司食べ放題、黒毛和牛１頭の半分買いやうまい棒１０万本

など、一度は夢見た”大人食い”が叶う福袋を販売します。

※価格は全て８％の税込です。商品はなくなり次第販売を終了します。
※商品内容や販売期間、個数などが変更になる可能性があります。画像はイメージです。
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２．東京ソラマチ® コラボレーション企画

お正月限定オリジナル６０ｃｍ水槽

出張レイアウト設置セット ￥２５０，０００

ＡＱＵＡ ＦＯＲＥＳＴ （イーストヤード１階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～１月３日（木）
販売個数：３名様（東京・神奈川・千葉・埼玉限定）

ご自宅や事務所などに、コンテスト優勝経験があるスタッフが
お伺いし、水槽を設置して、その場でレイアウトを行います。
水草や生体、水槽台などすべてオーダーメイドで対応。すぐに
美しいアクアリウムがご希望の場所に設置できる福袋です。
その他、３０ｃｍ水槽、照明、ろ過装置、キャビネットなどが
付いた￥４９，８００のお得な福袋も販売します。
※出張可能エリア：東京・神奈川・千葉・埼玉限定。

インド人シェフがお宅訪問！学べる・作れる、

本場のインドカレー福袋 ￥２５，０００（約２時間）

インド料理 アマラ（イーストヤード６階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝） ～
販売個数：３セット（先着順）
実施日時：１月１５日（火）～３月１５日（金）の平日

アマラのインド人シェフがご自宅に訪問し、家庭でも再現可能な
本格的なインドカレーのレシピを伝授する福袋。バターチキン
カレー、スパイシーキーマカレー等の４種類のカレー中から、
お好みの１種をレクチャーします。カレー作りにかかせない
１０種のスパイス、高級インドワインのお土産（１２，０００円
相当）付き。
※肉や野菜など食材付き（４名様分）。
※出張可能エリア：東京２３区内。

３．東京ソラマチ ご自宅にプロが出張福袋

東京ソラマチで活躍するその道のプロがご自宅に訪問し、目の前で本格的な技を学べる・体験できる福袋です。

世界遺産の小笠原の海を再現した「すみだ水族館 東京
大水槽」前で、「奥田シェフ」がプロデュースする夢の
フルコースプラン福袋 ￥２０，１９０（１組）

すみだ水族館 （ウエストヤード５・６階）
LA SORA SEED FOOD RELATION RESTAURANT
（イーストヤード３１階）

応募期間：２０１９年１月１日（火・祝）～１月３日（木）
販売個数：４組８名様限定（予定）
実施日時：１月、もしくは２月の平日夜実施（予定）

すみだ水族館を夜間貸切にして、世界自然遺産である小笠原
諸島の海の世界を再現した大水槽前で、山形県屈指の自然派
レストラン「アル・ケッチァーノ」の奥田政行シェフがフード
プロデュースをしている「LA SORA SEED FOOD RELATION
RESTAURANT」のディナーを楽しめる福袋です。
※上記２店舗にて応募を受け付け、後日抽選で販売。
※すみだ水族館は、館内のため入場料は別途必要。

東京ソラマチで人気のスポットとレストラン・カフェがコラボレーションし、特別な体験ができる企画です。

「カービィと見よう

『星の旅 ー世界編ー “天空”特別ロングバージョン』」

￥３，０００（１席）

カービィカフェ（イーストヤード４階）

コニカミノルタプラネタリウム“天空” in 東京スカイツリー
タウン®（イーストヤード７階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）９：００～
販売個数：数量限定（カービィカフェ店頭にてチケット販売）
実施日時：２月１２日（火）①２０：００～ ②２１：１５～
プラネタリウム“天空”を貸し切り、カービィと一緒に“天空”の
人気作品『星の旅 ー世界編ー 』を見ることのできる企画です。
当日はプラネタリウムの上映に加え、「カービィカフェ」より
カービィが登場し、一緒に星を見てミニゲームを楽しむことが
できるほか、お土産として「光る！スターロッドキャンディ」
をプレゼントします。
※お一人様４席まで購入可能。
※ペアでお求めの方に、最前列三日月シートを当日抽選でご用意。

©Nintendo/HAL Laboratory,Inc.

※価格は全て８％の税込です。商品はなくなり次第販売を終了します。
※商品内容や販売期間、個数などが変更になる可能性があります。画像はイメージです。

都合により販売がなくなりました。
（１２月１２日更新）
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４．東京ソラマチ® 日本伝統文化を感じられる縁起物福袋

勾玉福袋 ￥３，１００，０００

たまゆら バイ アナヒータストーンズ

（イーストヤード１階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～

販売個数：１点（先着順）

昔から日本で縁起物とされてきた牛と兎の置物。島根の伝統

工芸の資格をもった勾玉職人が丹精込めて作った1点ものです。

牛には様々な神話の舞台にもなった島根県の「出雲石(碧玉)」

を、兎には「赤めのう」を使用しております。本来は、島根県

の工房でしか手に入らない貴重なアイテムです。

５．「ドラゴンボール 超悟空伝」オフィシャルストア ドラゴンボール福袋

２０１８年１２月１４日（金）から２０１９年１月７日（月）まで東京ソラマチスペース６３４で開催する

期間限定「ドラゴンボール 超悟空伝」のイベントでは、特設会場のオフィシャルストアにて、ドラゴンボール

グッズを詰め合わせた２種類の限定福袋を販売します。

ドラゴンボール亀袋 ￥３，２４０

東京ソラマチ特設会場（イーストヤード３階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～

販売個数：５００個（先着順）

亀袋に、亀Tシャツ、亀仙流をイメージしたロックグラス、
孫悟空の子供時代が描かれたミニタオル、超悟空伝シール
などを詰め合わせた福袋です。

ドラゴンボール鶴袋 ￥２，１６０

東京ソラマチ特設会場（イーストヤード３階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～

販売個数：５００個（先着順）

鶴袋に、死闘シーンをイメージしたロックグラス、孫悟空と
ベジータが描かれたミニタオル、超悟空伝シールなどを詰め
合わせた福袋です。

熊手（大） ￥８０，０００ （小） ￥５０，０００

元祖食品サンプル屋（イーストヤード４階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～

販売個数：２種各１点(先着順）

商売繁盛の縁起物とされる熊手に食品サンプルで作った
和洋折衷の料理であしらいました。高さ８０ｃｍ、幅５０ｃｍ
（大）とインパクトがあり、おめでたいお正月にぴったりの
アイテムです。

※写真は、熊手（大）の製作途中の画像です。

島根県の勾玉を製作するめのう細工職人が作った置物や食品サンプル職人が作ったユニークな熊手など、

日本の伝統文化を屈指した海外のお客様にも人気の縁起物が登場します。

© バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ちょうごくうでん

※価格は全て８％の税込です。商品はなくなり次第販売を終了します。
※商品内容や販売期間、個数などが変更になる可能性があります。画像はイメージです。
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６．東京ソラマチ® 新春から”口福な“スイーツ福袋

ゴディバ福袋２０１９ ￥３，０００

ゴディバ（イーストヤード２階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～１月３日（木）
販売個数：２３２個

オリジナルトートバッグに、福袋限定 ニューイヤー アソート
メントや定番商品など約５，５００円相当をバラエティ豊かに
詰め合わせました。

ニューイヤーズバッグ ￥５，０００

アフタヌーンティー・ティールーム（イーストヤード３階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～
販売個数：８０個

ティータイムを気軽にお楽しみいただける福袋。人気の紅茶や
お菓子、店内でご利用いただけるティーチケットなどを、
テキスタイルデザイナー鈴木マサルさんデザインのオリジナル
バッグに詰め合わせたスペシャルなセットです。

千住 千両箱 ￥１，０８０

千住宿 喜田家（タワーヤード２階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～なくなり次第終了

販売個数：４００個

どら焼き「初宿小倉」やごまあんのお饅頭「江戸太鼓」、

ミルク風味の洋風菓子「東京１０１０」など、喜田家で人気の

７種和菓子を食べ比べできる福袋です。

ハッピーニューイヤー福袋 ￥３，５００

MAX BRENNER CHOCOLATE BAR

（イーストヤード１階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～なくなり次第終了
販売個数：１００個

一番人気の「ナッツ」や口の中でパチパチとはじける「スパー
クルズ」を含む、全部で7種のチョコレートとオリジナルの
食器「カンガルーカップ」の入ったお得な福袋です。

ハッピーバック ￥２，０００

東京ミルクチーズ工場（タワーヤード２階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～なくなり次第終了
販売個数：１８０個

ソルト&カマンベールクッキーやショコラ&マスカルポーネ
クッキー、ミルクチーズキューブなど人気商品とオリジナル
ビックトートバックが手に入る限定セットです。

福豆袋 ￥２，０００

フェーヴ（タワーヤード２階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～なくなり次第終了
販売個数：２００個

フェーヴの定番商品をはじめ、可愛らしいパッケージに包まれた
季節限定の豆スイーツや、サクッと軽い食感が人気の香ばしい
サブレなど、バラエティ豊かなソラマチ限定の福袋をご用意
しました。

人気のスイーツが豊富に詰まったお得な福袋を販売します。お正月に家族で食べ比べや、自分へのご褒美と

して楽しんでいただけます。

※価格は全て８％の税込です。商品はなくなり次第販売を終了します。
※商品内容や販売期間、個数などが変更になる可能性があります。画像はイメージです。
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７．東京ソラマチ® 新年に揃えたいファッション&ビューティー福袋

ＰＵＮＹＵＳ2019福袋 ￥１０，８００

ＰＵＮＹＵＳ（タワーヤード３階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～

限定BAGに「目玉焼き柄ウエストポーチ」と、人気アイテム
(服・雑貨9点)など合計１１点詰め合わさせた約４～５万円
相当の福袋です。

新春福袋 ￥４，３０９

エスペランサ（イーストヤード２階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～１月３日（木）

販売個数：各日限定２０個

これからのシーズンにぴったりなブーツ２種類から、パンプス

は店内一部商品から各１点お選びいただける福袋です。

福袋 アロマベストセレクション ￥１０，０００

Aroma Shop 生活の木（イーストヤード３階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～

販売個数：１５０個

生活の木人気ランキングＴＯＰ１０のエッセンシャルオイル
１０種をはじめ、「レアバリューオイル(希少価値精油)」、
福袋限定「ブレンドエッセンシャルオイルNEW YEAR2019」
など、アロマ初心者からプロフェッショナルな方にもご満足
いただけるスペシャルなセット。

お肌に７つの福をもたらす ビューティー福袋 ￥５，０００

まかないこすめ（イーストヤード４階）

販売期間：２０１９年１月１日（火・祝）～なくなり次第終了

販売個数：３００個

人気商品をセットにしたスターターキットとしてもおすすめの

福袋には、「しろすべ化粧水」、「さらりとうるおう美容オイ

ル」をはじめとしたスキンケアや、定番人気商品の「凍りこん

にゃくスポンジ」など、約１２，０００円相当の商品を揃えま

した。

８．東京スカイツリー® オフィシャルショップ 「THE SKYTREE SHOP」

今すぐ使える冬のトレンドファッションアイテムや美容グッズを詰め合わせたお得な福袋が登場し、新年の

気分を盛り上げます。

東京スカイツリー福袋 ￥１，０８０

THE SKYTREE SHOP （１階・５階）

販売期間：２０１８年１２月２９日（土）～

販売個数：１０００個

スカイツリーのお土産として人気の商品がたくさん詰まった

お得な福袋です。配り物やお土産としてもオススメです。

※当店舗での「お年玉スクラッチ」の配布はございません。

※画像はイメージです。

東京スカイツリーオフィシャルショップTHE SKYTREE SHOPでは、スカイツリー限定商品が詰まった福袋を

販売します。

©TOKYO-SKYTREE

※一部の画像はイメージです

※価格は全て８％の税込です。商品はなくなり次第販売を終了します。
※商品内容や販売期間、個数などが変更になる可能性があります。画像はイメージです。


