
“絶品チョコ”が揃う CHOCOLATE CARNIVALを開催！

自分で楽しむご褒美チョコやフォトジェニックなチョコを厳選

東京スカイツリータウン® のバレンタイン
2019年1月25日（金）～2月14日（木）

【―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２５日（金）～２月１４日（木）まで、バレンタイン
チョコレートや限定カフェメニューなどを販売します。

東京ソラマチ®では、バレンタイン期間限定のチョコレートやスイーツをイーストヤード２階の催事会場
などで販売するほか、常設店舗でもバレンタイン商品やカフェメニュー、ギフト雑貨などを販売し、約６０
以上の店舗で「TOKYO Solamachi ２０１９ CHOCOLATE CARNIVAL」を開催します。催事会場では、
世界中を魅了するベルギー生まれの高級チョコレートブランド「ゴディバ」や「ピエール マルコリーニ」
をはじめ、抹茶や日本酒など和素材を使用した大人向けショコラ、食べるのがもったいないほど美しい
フォトジェニックなチョコレートなどが揃います。

東京スカイツリー®では、オフィシャルショップ「THE SKYTREE SHOP」にて、かつて古都ウィーン
の王宮御用達菓子司であった栄誉と伝統のある「デメル」や、銀座の老舗「資生堂パーラー」などのバレ
ンタイン限定商品を販売。また、地上３４０メートルの天望デッキにある「SKYTREE CAFE」では、世界一
の眺望を眺めながら、パンケーキやチョコレートドリンクなどの限定カフェメニューを販売します。

さらに、東京スカイツリーの足元にあるアイススケートリンクではお得なカップル割の実施や、2月14
日（木）のバレンタイン当日には、展望台のDISCOでバレンタインの雰囲気をお楽しみいただけるスペ
シャルなDJイベントを開催し、バレンタイン気分を盛り上げます。
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TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER

TOKYO Solamachi 2019 CHOCOLATE CARNIVAL

シャンパントリュフ（４個入） ￥１,６２０

フェーヴ（タワーヤード２階）

販売期間：２０１９年１月１５日（火）～３月１４日（木）
フランスを代表するシャンパン「モエ・エ・シャンドン ロゼ」
を贅沢に使ったガナッシュをフランボワーズパウダーで仕上げ
た大人のボンボンショコラです。

～自分で楽しむ絶品ご褒美チョコ～

～本命に贈りたい！気持ちを伝える高級チョコ～

ボヌール（１０個入） ￥２,４３０

ラ フェヴァリ（イーストヤード地下３階 催事会場）

販売期間：２０１９年２月４日（月）～２月１４日（木）
サロン・デュ・ショコラの受賞作や世界初の技法から作られた
逸品など、熟練ショコラティエによる素材と製法にこだわった
珠玉のフレンチショコラをお楽しみいただけます。

トリュフミックス（１０個入） ￥２,１６０

クァウテモック（タワーヤード２階 催事会場）

販売期間： ２０１９年２月１日（金）～２月１４日（木）
ベルギーから選りすぐりのショコラを詰め合わせた日本限定
ブランド。芳醇な香りが広がる「シャンパントリュフ」や
「ローズ」など、カカオの深い風味に包まれた１０種のショコ
ラアソートです。

※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。

東京ブラウニー（６本入） ￥１,２９６

コートクール（タワーヤード２階 催事会場）

販売期間：２０１９年２月１日（金）～２月２８日（木）
クーベルチュールチョコレートを２種類ブレンドした濃厚な
ブラウニーは、力強いカカオの風味としっとりとした食感が
楽しめるコートクールの定番商品です。

～本命に贈りたい！気持ちを伝える高級チョコ～

ベルジアンフェイバリットアソートメント（９個入）￥３,９９６

ゴディバ（イーストヤード２階）

販売期間：２０１９年１月９日（水）～２月１５日（金）
本国ベルギーで長く愛されているチョコレートと、2019
バレンタイン限定チョコレートを、贅沢で高級感のあるパッ
ケージに詰め合わせました。

バレンタインセレクション（９個入）￥３,７８０

ピエール マルコリーニ（タワーヤード２階 催事会場）

販売期間：２０１９年２月１日（金）～２月１４日（木）

花の香りつけをしたガナッシュと果実のコンポートを組み合わ
せた新作「フルーツ＆フラワーオレンジフラワーフランボ
ワーズ」や「エスカルゴ」などの定番コレクションをアソート。



TOKYO Solamachi 2019 CHOCOLATE CARNIVAL

～和素材を使用した厳選大人向けチョコ～

～女子会やカップルで楽しめるバレンタインカフェメニュー～

TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER ※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。

～女子会やカップルで楽しめるバレンタインカフェメニュー～

ワッフルプレート ￥９００

ビーアグッドネイバーコーヒーキオスク（イーストヤード２階）

販売期間：２０１９年１月２５日（金）～２月１４日（木）
刻みチョコを混ぜ込んだチョコレートアイスを自家製ワッフル
でサンドし、ベリーソースを添えたワッフルプレートです。
※数量限定。※ドリンクは別売りです。 (2019年1月11日修正)

バレンタインブリュレパンケーキ ￥８１０

クア・アイナ（イーストヤード１階）

販売期間：２０１９年２月１日（金）～２月１４日（木）

パリパリふわふわ食感が楽しめる人気のパンケーキブリュレに、
濃厚チョコアイス、チョコソースをトッピング。この時期のみ
楽しめるバレンタイン限定のパンケーキです。

～和素材を使用した厳選大人向けチョコ～

抹茶生チョコレート（９個入） ￥１,４０４

祇園辻利（タワーヤード２階 催事会場）

販売期間：２０１９年２月１日（金）～２月１４日（木）
自慢の宇治抹茶を使った、なめらかな口溶けの生チョコレート。
トッピング用抹茶で、より一層贅沢な香味と風味があるのが
特徴です。食べる直前に同封のふりかけをかければ、抹茶の
鮮やかな色合いと香味をご堪能いただけます。
※６階の店舗でも２月１日（金）～２月１４日（木）期間は販売予定。

ショコラフレジャポン真澄（１００ｇ入） ￥１,０８０

ロイスダール（イーストヤード地下３階 催事会場）

販売期間：２０１９年２月１日（金）～２月１４日（木）
１６６２年創業の長野・信州の日本酒「真澄」。日本酒のコン
テストなどで金賞を受賞した「辛口生一本」を香りづけに使用
した口溶けなめらかな生チョコレート。

ちょこかりんとう ￥９２６

日本橋錦豊琳（タワーヤード２階）

販売期間：販売中～２０１９年２月２８日（木）
チョコをかりんとうの生地の中までたっぷり染み込ませた新感覚
のかりんとう。チョコのなめらかさと、かりんとうならではの
カリッとした食感をお楽しみいただけます。

ずんだリングクランチバレンタイン（４個入） ￥５４０

ずんだ茶寮（タワーヤード２階）

販売期間：２０１９年１月２１日（月）～２月１４日（木）
ずんだをお米のパフクランチにコーティングしたバレンタイン
限定商品。リズミカルな食感に豊かなおいしさが広がります。

ソラマチ
限定



■TOKYO SKYTRE TOWN® ICE SKATING PARK 2019

東京スカイツリー®の足元にある本物の氷を使用したアイススケートリンク「TOKYO SKYTREE TOWN® ICE

SKATING PARK 2019」では、バレンタイン期間中にカップルで利用するとお得になる「カップル割」を実施

します。

TOKYO Solamachi 2019 CHOCOLATE CARNIVAL

ショコラドゥラリュール（２個入） ￥１,９４４

ジョンカナヤ（タワーヤード２階 催事会場）

販売期間： ２０１９年２月１日（金）～２月１４日（木）
男性の色気を表現した「カフェモカグラッパ」と女性を蕩け
させる「キャラメルフランボワーズ」の２種のフレイバーが
入ったボンボンショコラ。金谷鮮治の靴のストーリーを添えた
バレンタインシーズン限定商品です。

～フォトジェニックなおしゃれチョコとカフェメニュー～

～バレンタイン気分を盛り上げるアイススケートリンクのカップル割引サービス～

期 間 ２０１9年２月１日（金）～２月１４日（木）
営業時間 月～木 １１：００～２０：００

金土日祝 １１：００～２１：００
※最終受付は営業時間の３０分前です。
※荒天時は中止になります。

場 所 東京スカイツリータウン®４階 スカイアリーナ
料 金 大人２名３,２００円のところ、２，０００円となります。

※貸靴料を含みます。
※手袋着用が必須となります。
手袋購入の場合、別途１人分３００円で販売します。

▲「アイススケートリンク」（過去の様子）
※「TOKYO SKYTREE TOWN ICE SKATING PARK 」

公式サイトはこちら http://www.tokyo-solamachi.jp/event/1202/

TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER ※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。

ホワイトチョコレートミルクティーピザ スライス ￥５５０

ホール ￥２,５００

MAX BRENNER CHOCOLATE BAR（イーストヤード１階）

販売期間：２０１９年１月１５日（火）～ ３月１４日（木）

ピザ生地にホワイトチョコレートのチャンクとグレイトテイスト
アワードで１つ星を受賞した「AHMAD TEA」のアールグレイ
茶葉、マシュマロをのせて焼き上げ、さらにミックスベリーや
ローストアーモンドなどをトッピングしました。程良い甘さと
上品な香りが広がります。 ※ドリンクは別売りです。

草月「実」（１２個入） ￥１,２９６

モロゾフ（イーストヤード２階 催事会場）

販売期間：２０１９年２月１日（金）～ ２月１４日（木）

いけばな３大流派のひとつである「草月流」とコラボレーション。
水紋を表した遊び心ある仕切に、幻想的な輝きを放つパール
パウダーをまとい「実」をイメージしたトリュフチョコレート。

ラブフルーツミックスМ（１４個入） ￥１,２９６

コンパーテス（タワーヤード２階 催事会場）

販売期間： ２０１９年２月１日（金）～２月１４日（木）
厳選した７種類のセミドライフルーツにチョコレートをディップ。
美味しさが、ぎゅっと凝縮した甘酸っぱいフルーツとチョコレート
の組み合わせが絶妙です。シャンパンにも合う一品で、
コンパーテス１番人気の商品です。
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東京スカイツリー®のバレンタイン

DEMEL

東京スカイツリー ショコラーデントルテ ￥１,７２８

THE SKYTREE SHOP（天望デッキ フロア345）

販売期間：２０１９年１月１０日（木）～
かつて古都ウィーンの王宮御用達菓子司であった栄誉と伝統の
ある「デメル」。チョコレートを加えて焼き上げた風味豊かな
ケーキです。オリジナルコラボレーションBOXとリボンを
あしらった「THE SKYTREE SHOP」限定商品です。

資生堂パーラー

東京スカイツリー ル・ショコラ（４個入）￥８６４

THE SKYTREE SHOP（1F・５F・天望デッキ フロア345）

販売期間：２０１９年１月１０日（木）～
銀座の老舗「資生堂パーラー」の大人向けショコラ。カルヴァドス
で風味付けした林檎ガナシュをミルクチョコレートで包んだ
真っ赤なハート型チョコと、スカイツリーをデザインした
コーヒーミルクとパッションフルーツビターチョコのアソートです。

チョコレートのパンケーキ ￥９００

SKYTREE CAFE（天望デッキ フロア３４０）

販売期間：２０１９年１月８日（火）～３月５日（火）

３枚のミニパンケーキに、たっぷりのホイップクリームと
チョコレートソース、ココアパウダーをトッピング。濃厚な
チョコレートアイスやベリー類との相性も抜群です。

マシュマロホットチョコレート ￥５５０

SKYTREE CAFE（天望デッキ フロア３４０)

販売期間：２０１９年１月８日（火）～３月５日（火）

寒い季節にぴったりのホットチョコレート。小ぶりなマシュマロ
やドライフランボワーズのトッピングが味のアクセントに。

～「THE SKYTREE SHOP」のブランドチョコレート～

～「SKYTREE CAFE」のチョコレートメニュー～

■Skytree® Valentine’s Disco Night

東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０では、２０１９年１月１８日（金）～３月１日（金）の毎週金曜日

「SUPER SKYTREE® DISCO」を開催。さらに２月１４日（木）のバレンタイン当日には、ＤＪよりバレンタイン

にちなんだ楽曲のプレゼントやチークタイムなど、バレンタインの雰囲気をお楽しみいただけるスペシャルな

ＤＪイベントを実施します。ぜひ、バレンタインカラーである赤やピンク色のアイテムを身につけてご来場下さい。

～バレンタイン当日は、展望台のDISCOで盛り上がる！～

TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER

※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。

開催日時 ２０１9年２月１４日（木）１９：００～２２：００
開催場所 東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０
「SUPER SKYTREE DISCO」公式サイトはこちら http://www.tokyo-skytree.jp/event/special/disco2019/
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