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お花見と一緒に楽しむさくらスイーツや行楽弁当
春の旬な食材を使用したごちそうメニューが登場！
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東京スカイツリータウンでは、春の訪れを感じる季節に合わせて、さくらをモチーフにしたスイーツや春の食材を
美しく彩る春メニューなどを販売します。

東京ソラマチ®では、２０１９年３月１日（金）から４月７日（日）の期間、春を満喫できる「サクラ咲く
フェスタ」を開催します。さくらをモチーフにしたパンケーキや和菓子などのスイーツ、お花見をもっと
楽しくするさくら風味のアイスやドリンクなどのテイクアウトスイーツを販売。さらに、レストランフロアでも、春の
季節の定番「桜海老」をはじめとする旬の食材を活かしたメニューやおでかけにぴったりな行楽弁当が
登場します。

東京スカイツリー®では、オフィシャルショップ「THE SKYTREE SHOP」において、東京スカイツリー公式
キャラクター ソラカラちゃんが描かれた、さくら味のクッキーが入った季節缶やメタルストラップなどを販売
します。さらに、東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０にある「SKYTREE CAFE」では、梅酒カクテルや
苺の王様「あまおう」を使用したソフトクリームをお楽しみいただけます。

また東京ソラマチでは、本場のタイ料理が味わえる「JASMINE THAI Express」など、新たに３店舗が
オープンします。

ぜひ、春満開の東京スカイツリータウンで、春メニューやさくらスイーツをお楽しみください。



フローズンジンジャー・桜オレ ￥５６０
銀座のジンジャー（タワーヤード２階）

販売期間：３月１日（金）～４月７日（日）

桜のジンジャーシロップとミルクを合わせたフローズン
ドリンクに、桜の蜜漬けとクランチ、桜葉パウダーを
トッピングしました。

トーキョーサイダー さくら ￥４２１
AZUMACHOCAFE ～トーキョーサイダー倶楽部～

（イーストヤード７階）

販売期間：３月１日（金）～ ４月７日（日）

さくらの花弁を浮かべた淡いピンクカラーの爽やかな
サイダー。さくらの香りが春を感じるドリンクです。

Sakura Fruitea season
(サクラ フルーティー シーズン) ￥５００～
コールド・ストーン・クリーマリー（ウエストヤード４階）

販売期間：販売中～なくなり次第終了

国産１００%のもち米を練り込んだ“もちっ”とした食感の

桜もちアイスクリームに香り高いグリーンティーアイス

クリームとストロベリー、バナナを混ぜた春らしい

爽やかな味わいの一品。

季の咲 ￥９８０
富士見堂（タワーヤード２階）

販売期間：２月２０日（水）～ ４月１日（月）

桜型のおせんべいや彩とりどりのあられなど季節限定の
しらすハーブの味と人気の味などを詰め合わせたセット。
お花見にぴったりのおやつです。

※価格は全て８％の税込です。販売期間・商品などが変更になる可能性があります。

桜どらソフト ￥４００
浅草梅園（イーストヤード１階）

販売期間：３月７日（木）～４月７日（日）

ふわふわのどら焼きの皮でさくら風味のソフトクリーム

を包みました。春の季節限定のソフトクリームです。
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限定

ショコリキサー ホワイトチョコレートさくらLala♪
￥６８０
ゴディバ（イーストヤード２階）

販売期間：２月１６日（土）～ ４月７日（日）

優しくふんわり香るさくらとチェリーがホワイトチョコ
レートと溶け合ったフローズンドリンク。桜ゼリーと
ホイップクリームが層になった、見た目も味も心春めく
ドリンクです。※なくなり次第終了。



お花見あんみつ ￥５７２
船橋屋（タワーヤード２階）

販売期間：３月４日（月）～３月３１日（日）

風味豊かな桜餡を使用した春限定のあんみつです。黄桃、
白桃、いちごなど彩り豊かなフルーツと一緒にお召し上がり
ください。

桜のラング・ド・シャ（８個入り） ￥５４０
銀座ブールミッシュ（タワーヤード２階）

販売期間：３月１５日（金）～４月７日（日）

さくらの花びらを使用したさくら風味のミルクチョコ
レートを軽く焼き上げた生地でサンドしました。サクッ
した口あたりと、さくらのやさしいハーモニーが楽しめ
ます。

※価格は全て８％の税込です。販売期間・商品などが変更になる可能性があります。

桜もち風味の春色パンケーキ ￥８８６
ココノハ（ウエストヤード４階）

販売期間：３月１日（金）～４月７日（日）

ふわっと桜香るアイスを桜の葉で包み、パンケーキに
トッピング。もちもちの白玉にあんこ、アイスを一緒にほおば
れば、まるで桜もちのような味わいが楽しめる春の限定
デザートです。

春の桜プレート（ドリンク付き） ￥１，２９６
ドッグデプトカフェ（タワーヤード１階）

販売期間： ３月１日（金）～なくなり次第終了

桜餅やお団子、抹茶アイスなど春の和スイーツが一度に

楽しめる限定のデザートプレートです。お得なドリンク

付き。
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左上）pon pon Ja pon さくら ￥５０２
右上）メランジェ・ショコラ sakura ￥４１１
左下）マシュー&クリスピーメープル＊

スプリングフラワー ￥５０８
右下）マシュー＆クリスピー SAKURA ￥４８６
pon pon × Chris. P（イーストヤード２階）

販売期間：２月１５日（金）～なくなり次第終了
※「pon pon Ja pon さくら」は3月1日(金)～販売

おこしの老舗が手掛けるコンセプトショップから、

素材や食感にこだわった、春を感じる４種類が登場します。

ソラマチ
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

ソラマチ
限定

桜日和 ￥１，０８０
旬風 一期一会（タワーヤード２階）

販売期間：２月２６日（火）～４月１０日（水）

竹筒型の容器に入った桜風味のもっちりした食感のくず
もち、ミルクプリンに桜の花を浮かべたゼリーを重ねた
2層仕立てのプリンを詰め合わせた春限定のギフト。

※なくなり次第終了



海老とアボカドの１３穀米サラダちらし ￥１，３８０
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：３月５日（火）～３月２７日（水）

桜海老とビネガーを混ぜた１３穀米ごはんに、海老、

アボカド、グリーンサラダを添えました。アボカド

ディップ、アンチョビわさびドレッシングが美味しさを

引き立てます。

釜揚げ桜えびと春野菜のとろふわ天津丼 ￥９８０
南国酒家 原宿麺飯房（ウエストヤード３階）

販売期間：３月１日（金）～４月７日（日）

ふんわりと仕上げた卵に、釜揚げ桜えびと椎茸、筍、

菜の花などの春を感じる食材を合わせたあんをかけた、

とろふわ食感が楽しめる天津丼です。

あさりと桜海老のスープ麺 ￥２，１６０
銀座アスター 昴 ＳＵＢＡＲＵ（イーストヤード３１階）

販売期間：販売中～５月１６日（木）

春を感じる桜海老の味や香りを、あさりの旨味がたっぷり

としみこんだスープ麺でお楽しみ頂ける一品です。

さくらそば ￥７００
肉そば業平（ウエストヤード３階）

販売期間：３月１日（金）～４月上旬

毎年この時期にだけ販売する桜色に染まった変わりそば。

そばの上には桜の塩漬けを添えた春らしい一品です。

本日の鮮魚のアクアパッツァ～桜の舞仕立て～
￥２，８８０
Ｉｓｓａｒｅ ｓｈｕ ｃｉｅｌｏ
（イーストヤード３０階）

販売期間：３月１日（金）～４月７日（日）

日毎に変わる豊洲直送の鮮魚や桜エビを使用したアクア
パッツァです。桜の花の塩漬けが春を感じさせます。

※１７：００～２１：３０提供

さくら海老入りクリームソースオムライス ￥１，７０６
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：３月１日（金）～４月７日（日）

旬の桜海老をふんだんに使った旨味たっぷりの濃厚な

クリームソースをかけた特製オムライスです。

※価格は全て８％の税込です。販売期間・商品などが変更になる可能性があります。TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER
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※価格は全て８％の税込です。販売期間・商品などが変更になる可能性があります。

春の行楽寿司 ￥１，０８０
魚力（ウエストヤード２階）

販売期間：３月１５日（金）～４月７日（日）

当店人気のサーモン蒲焼、焼き鯖の押し寿司に加え、
巻物やいなりを詰め合わせた行楽にぴったりの寿司弁当
です。

お花見弁当 ￥１，０８０
たごさく（ウエストヤード２階）

販売期間：３月１日（金）～４月３０日（火）
桜舞う季節におすすめの彩り華やかな春のお弁当です。
赤魚西京焼をメインに煮物や桜えびと野菜のすり身揚げ
と共におこわが楽しめます。

パーティーサンドプレッツェルスタイル ￥３，７８０
ポンパドウル（ウエストヤード２階）

販売期間：通年（予約販売 ※１週間前から予約可）

バラエティ豊かな１０種類のサンドウィッチを、

プレッツェル型にかたどったミルクパンにはさみました。

お花見弁当 ￥１，４０４
梅の花PLUS（ウエストヤード２階）

販売期間：３月中旬～４月中旬

菜の花の胡麻辛子和えや、蕗、筍の煮物、桜餅など、春の

味覚がたくさん詰まった期間限定のお弁当です。
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東京スカイツリータウン®１階のソラマチひろばにおいて、展示された高さ約４メートルの桜を眺めながら、

お花見気分でお食事を楽しめます。

３月３０日（土）、３１日（日）には、隣接するソラマチ商店街でも春を感じさせる商品やテイクアウト

フードの販売、お花見気分でお食事を楽しめます。

期 間 ２０１９年３月３０日（土）～４月７日（日）

※４月１日（月）～７日（日）の期間は桜の展示のみ実施予定。

開催場所 東京スカイツリータウン１階 ソラマチひろば

東京ソラマチ® ソラマチ商店街を中心とした

東京ソラマチ館内各所

△ソラマチさくらまつり（昨年の様子）

©TOKYO-SKYTREETOWN

数量
限定

ソラマチ
限定

ふき



ソラカラちゃん 2019春マグネット ￥７０２
（１階・５階）

公式キャラクター ソラカラちゃんや、スコブルブル、テッペン
ペンの３キャラと桜の花びらをデザインした春のイメージに
ぴったりなかわいらしいマグネット。

メタルストラップ2019春バージョン ￥７５６
（１階・５階・フロア３４５）

春限定コスチュームを着たソラカラちゃんと星をちりばめた
東京スカイツリーとの２連ストラップです。

【泉屋】ソラカラちゃん 丸缶クッキー（桜）￥８００
（フロア３４５限定）

かわいらしいさくら味のプリントクッキーを中心に、チョコレート
クッキーやピーナッツクッキーなど色々な味を楽しめる東京スカイ
ツリーオリジナル特別アソート。（８種１１枚入り）

東京スカイツリーオフィシャルショップ 「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」 春の限定商品

東京スカイツリーオフィシャルショップ「ＴＨＥＳＫＹＴＲＥＥＳＨＯＰ」（１階・５階・フロア３４５）では、２０１９年
３月１日（金）から、春の季節を感じることができる限定商品を販売します。
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「ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ」 春の限定メニュー

あまおうソフト
￥５５０
福岡県のブランド苺「あまおう」を使い、

さっぱりとした後口の春限定ソフト。
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梅酒カクテル～桜の香り～
￥７５０
ほんのり桜の風味が効いた甘口で飲み

やすいカクテル。

ホワイトチョコほうじ茶ラテ（ホット）
￥５５０
ほうじ茶の香ばしい香りが漂うクリーミーな

ラテ。

東京スカイツリー天望デッキ フロア350にある「SKYTREE CAFE」では、２０１９年３月６日（水）～
４月２６日（金）の期間、ソフトクリームやカクテルなど春限定メニューを販売します。

【本高砂屋】ソラカラちゃん 桜エコルセ2019 ￥７７０
（１階・５階・フロア３４５）

ひらひら舞う花びらのように薄く焼いた生地で桜風味のチョコ

レートを巻き上げたエコルセです。ほんのり塩味のチョコレートは

春の香りを感じさせる美味しさです。（１０本入り）

※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。
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■３月１日（金）オープン

パティスリー キハチ/ベイカーズカスタード
（タワーヤード２階）

■３月１日（金）オープン

菓ふぇ MURAKAMI
（イーストヤード１階）

業 態：和スイーツ／和カフェ
明治４４年創業、石川県金沢市の“和菓子村上”が手掛
ける「菓ふぇ MURAKAMI」。お団子の中にこしあん
を包み、日本３大醤油でもある地元金沢の大野醤油を
使用したみたらしのたれを、たっぷりかけた『よくばり
団子』、１枚１枚焼き上げるどら焼き風の生地に、柔ら
かな求肥、餡を包んだ『ふくさ餅』など、オリジナル
の和スイーツメニューをラインナップ。

関東
初出店

■３月１９日（火）オープン

JASMINE THAI Express
（ウエストヤード３階）

業 態：タイ料理
都内に７店舗展開するタイ料理レストラン「JASMINE
THAI」と変わらないクオリティのタイ料理を、手軽に
楽しめる「JASMINE THAI Express」。ガパオライス
やパッタイ、グリーンカレーなど、人気メニューのみに
ギュッと絞ったラインナップをお楽しみください。

フード
コート
初出店

東京ソラマチでは、３月１日（金）より、「パティスリー キハチ/ベイカーズカスタード」と、関東初出店
となる「菓ふぇ MURAKAMI」の２店舗がオープン。また3月1９日（火）には「JASMINE THAI Express」が
オープンし、春のシーズンを盛り上げていきます。

業 態：洋菓子
旬の素材を使った四季折々の味を、いちばんおいしい
ときにお届けする「パティスリー キハチ」。世界一
おいしいカスタードのベイクドスイーツを目指し、製法
にこだわったカスタードで、新しいトーキョースタイル
のスイーツを発信する「ベイカーズカスタード」。


