
【―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)

東京スカイツリータウン®では、２０１９年４月２２日（月）～５月６日（月・振休）の期間、アイス

クリームを販売する２０店舗が３つのチームに分かれ、初のチーム対抗戦で人気Ｎｏ．１のアイスクリーム

チームを決める「第４回東京ソラマチ® アイスクリーム総選挙」を開催します。

本イベントは、東京ソラマチを中心に、すみだ水族館、東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０にある

ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥが参戦。各店自慢の美味しいアイスクリームを、抹茶や白玉などの和の素材を組み

合わせた「チーム和風」、厳選した素材を使った本格派「チームこだわり」、おもわずＳＮＳにアップしたくな

るような見た目も味もキュートな「チームかわいい」の３つのチームに分け、お客さまの投票によって

人気Ｎｏ．１のアイスクリームチームを決めます。

日本アイスクリーム協会制定の「アイスクリームの日」５月９日（木）に投票結果を発表し、見事１位に輝い

たチームの各店舗にて、５ 月９ 日（木） から５ 月１５ 日（水） まで、毎日個数限定で対象アイスクリーム

の半額サービスを実施します。アイスクリームが美味しくなる季節に合わせ、ぜひお楽しみください。
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今年も味自慢の２０店舗が参戦

初の３チーム対抗戦で、人気Ｎｏ．１のアイスクリームチームを競う！

アイスクリームの日から、1位に輝いたチームの対象アイスクリームを半額で楽しめる！

投票期間：２０１９年４月２２日（月）～５月６日（月・振休）
結果発表：アイスクリームの日 ５月９日（木）
半額期間：２０１９年５月９日（木）～５月１５日（水）

®



日本を感じる奥深い味わい「チーム和風」
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「チーム和風」
人気の抹茶やあんこ、白玉など“和の素材”を組み合わせた
アイスクリームが登場！２０１８年アイスクリーム総選挙
で１位の をはじめ、和菓子やお茶の専門店など
７店舗がエントリーしました。

つじりツリーソフト 3色 ￥７２０
（イーストヤード６階）

販売期間：通年

星形のワッフルボウルに、抹茶・ほうじ茶・玄米茶の３種のソフトクリームにあ

ずき・白玉・抹茶の菓子をのせた“和づくし”の一品。スカイツリースプーン付き。

ソラマチ
限定

２０１８年
総選挙
１位店舗

どらソフト ￥４００
浅草梅園（イーストヤード１階）

販売期間：通年

和の定番スイーツどら焼とソフトクリームがひとつになった新感覚スイーツ。

抹茶、ストロベリー、バニラ、チョコ、ごまの5つの味をご用意しています。

数量
限定

極み抹茶ソフト ￥５００
抹茶スイーツ処 茶和々（イーストヤード１階）

販売期間：通年

京都・宇治産の高級茶葉を使用した本格派の抹茶アイスに店頭の石臼で挽いた
抹茶をトッピング。お茶の風味を存分にお楽しみください。

抹茶白玉あずきソフト ￥５２０
nana‘s green tea（イーストヤード４階）

販売期間：通年

厳選した抹茶を使用した、観光地でしか味わえないソフトクリーム。もちもちの
白玉と十勝産のあずきをトッピングした看板メニューです。

抹茶クリーム白玉あんみつ ￥５２０
産業観光プラザ すみだ まち処（イーストヤード５階）

販売期間：通年

まろやかなあじわいの抹茶ソフトクリームに国産あずきと寒天、白玉をトッピ
ングし、ボリュームたっぷりのあんみつに仕上げました。

ソラマチ
限定

ペンギン和ッフルソフト ￥５００
すみだ水族館（ウエストヤード５・６階）

販売期間： 通年

小笠原産の塩を使用した塩バニラソフトクリームにもちもちの白玉と黒蜜、

きなこをトッピングし、ペンギンのサブレを添えたかわいい和スイーツです。

ソラマチ
限定

あんみつ抹茶ソフト ￥４５０
茶 丸山園（ウエストヤード２階）

販売期間：通年

宇治抹茶を使ったほろ苦いソフトクリームとやさしい甘さのあんこの相性が抜群
な一品。お茶専門店ならではの味わいです。

ソラマチ
限定

※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。
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素材に自信あり！「チームこだわり」
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イタリアンジェラート ￥４５０～
ＣＡＭＰＯ ＳＯＬＡＲＥ（ウエストヤード２階）

販売期間：通年

飛騨牛乳や郡上の水など、厳選の食材を使用した岐阜県発祥の本格ジェラート。
ミルク系やシャーベット系など常時18種類のフレバーをご用意しています。

２０１８年
総選挙
３位店舗

栃木の牧場ソフトクリーム ￥４１０
とちまるショップ（イーストヤード４階）

販売期間：～５月３１日（月）

那須高原りんどう湖ファミリー牧場で育ったジャージー種牛のミルクを使用。
濃厚な旨みと上品なあと味が味わえる一品です。

よつ葉の白いパフェ ￥６３０
ミルク＆パフェ よつ葉ホワイトコージ（ウエストヤード３階）

販売期間：通年

コクのあるよつ葉ソフトクリームと生クリーム、よつ葉の牛乳で仕上げたミルク
プリンを使用した、乳製品のおいしさが際立つ真っ白なパフェです。

ソラマチ
限定

各日
２０食
限定

ミックスチョコレート ワッフルコーン ￥５２０
ゴディバ（イーストヤード２階）

販売期間：通年

ダブルチョコレートの深みのあるコクとホワイトチョコレートバニラの優しい甘みが

バランスよく口どけます。プレミアムチョコレートブランドならではのソフト

クリームです。

スカイソフト ￥５００
ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ

（東京スカイツリー天望デッキ フロア３５０）

販売期間：通年

北海道の牧草で育った乳牛の良質な生乳を使用。スカイツリーが描かれた金沢

の老舗「加賀種」の最中をあしらった、開業時からの一番人気商品です。

数量
限定

東京スカイツリー®

限定

牧場ミルク ￥４００（ワッフルコーンとの組み合わせは￥４３０）

東毛酪農 63℃（イーストヤード４階）

販売期間：通年

自慢のフレッシュミルクをたっぷり使用した東毛酪農 ６３℃の代名詞とも言える

ソフトクリーム。竹炭ごまコーンとの組み合わせもおすすめ。

２０１８年
総選挙
２位店舗

※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。
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トーキョーサンデー とちおとめ ￥４３２
ＡＺＵＭＡＣＨＯ ＣＡＦＥ～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： ～６月３０日（日）

人気のいちご・栃木県産とちおとめをたっぷり使用。豆乳ソフトを使ったすっきり
とした味わいといちごの自然な風味が楽しめるサンデーです。

ソラマチ
限定

数量
限定

「チームこだわり」
厳選した食材をふんだんに使用し、本格的な味わいのア
イスクリームで他チームに対抗！ＳＫＹＴＲＥＥ
ＣＡＦＥや昨年のアイスクリーム総選挙で２位、３位を
受賞した実力派ショップたち７店舗がエントリーしました。



TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER ※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。

「チームかわいい」
おもわずSNSにアップしたくなるような見た目も味も
ポ ッ プ で キ ュ ー トな ア イ ス ク リ ー ムが 参 戦 ！
チョコミントやいちごショートケーキ、ヨーグルトなど
個性豊かなフレーバーに、目移り間違いなしの６店舗が
エントリーしました。

味はもちろん見た目も◎ 「チームかわいい」

チョコミント・カーニバル ￥６００
マリオンクレープ（イーストヤード１階）

販売期間：４月２２日（月）～５月６日（月・祝）

チョコミントアイスをベースにクッキーやマシュマロなどをトッピングした
ポップでかわいいクレープに仕上げました。ミントのさわやかな味わいと
クッキーのザクザクとした食感が楽しい一品です。

ソラマチ
限定

※優勝した場合、５月９日（木）～５月１５日（水）販売します

ストロベリー ショートケーキ セレナーデ ￥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： 通年

“いちごのショートケーキ”をコールドストーン風にアレンジ！ミルク味のアイス

クリームに、ストロベリー、スポンジケーキ、ホイップクリームをミックスした

人気Nｏ１のメニューです。

クレミア・ねこパフェ ￥６８０
銀座のジンジャー（タワーヤード２階）

販売期間：４月２２日（月）～５月６日（月・祝）

濃厚で味わい深いクレミアソフトにいちごクランチとねこ型のチョコを乗せまし
た。ねこ好きならずともキュンとくるかわいらしいメニューです。

ソラマチ
限定

※優勝した場合、５月９日（木）～５月１５日（水）販売します

数量
限定

mikaned ￥３３０／￥３５０
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：通年

お菓子研究家の福田里香さんのレシピ監修のもと、国産の品質のよい柑橘をふん

だんに使用したシトラス系アイスキャンディー。鹿児島の小さな氷菓工場で１本

１本丁寧に作られたアイスです。

※季節によりフレーバーが変わります

ヨーグルン ￥３５０
サマンサタバサ アニバーサリー（イーストヤード１階）

販売期間：３月２０日（水）～

さっぱりとしたヨーグルト味のソフトクリーム。「プレミアムリッチ」と「ダブル

ベリー」に加え、期間限定で「エルダーフラワー」が登場し、３種類のフレーバー

を楽しめます。可愛いオリジナルカップはＳＮＳ映えバッチリです。

ロッキーマックスソフトクリーム ￥５８０
MAX BRENNER CHOCOLATE BAR（イーストヤード１階）

販売期間：４月２２日（月）～ ５月末

ヘーゼルナッツ風味の濃厚なミルクチョコレートソフトクリームにマシュマロとブ

ラウニーをトッピングして、上からチョコレートソースをたっぷりとかけました。

チョコ好きにはたまならい見た目もキュートな一品です。



「第４回東京ソラマチ® アイスクリーム総選挙」 参加方法とスケジュール
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ＳＴＥＰ１ 投票の流れ

ＳＴＥＰ２ 投票の結果

ＳＴＥＰ３ 半額期間

※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。

レインボースイーツランド ～東京アイスクリームランド第二章～
with Epson and Oryzae Celebrations

半額サービスと一緒に楽しめる！ 期間限定イベント

２０１９年４月２２日（月）～５月６日（月・振休）のGWを含む期間、「第４回東京ソラマチ® アイス

クリーム総選挙」に立候補した２０店舗でアイスクリーム関連商品を購入すると、投票券を貰えます。

応援したいチームを決めて、東京ソラマチ®イーストヤード１階に設置される投票箱に投函すると、

「第４回東京ソラマチ®アイスクリーム総選挙」に参加することができます。

日本アイスクリーム協会が制定した「アイスクリームの日」である５月９日（木）に、館内ポスターや

東京ソラマチのホームページにて、「第４回東京ソラマチ® アイスクリーム総選挙」の１位に輝いたチーム

を発表します。

「アイスクリームの日」の当日である５月９日（木）から５月１５日（水）の期間、１位に輝いたチームの

店舗では、対象となるアイスクリームに限り半額サービスを実施します。

※店舗によって、半額サービスを数量限定にさせていただく場合があります。

過去のイベントの様子

▲キービジュアル

アイスモチーフと一緒に写真が撮れる大人気イベント「東京アイス

クリームランド」の第二章として、７周年を記念してレインボーカラー

のスイーツオブジェがたくさん集まったフォトジェニックイベント

「レインボースイーツランド」を開催します。最新のデジタルアートや

バルーンアートを使い、レインボーカラーとスイーツを組みあわせた、

甘くてカワイイ空間をお楽しみください。初日の５月９日は「アイス

クリームの日」ということで、同日に発表される「第４回東京ソラマチ®

アイスクリーム総選挙」の結果にも注目です。

期 間 ２０１９年５月９日（木）～５月１６日（木）

場 所 東京ソラマチイーストヤード５階 スペース６３４

料 金 未定

▲


