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【―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) 

 

２０を超えるチョコレートブランドが催事出店 

和風バレンタインチョコレートや、友チョコにおすすめのユニークチョコレートなどが登場 
 
 

東京スカイツリータウン® 「バレンタインスイーツ・メニュー」 
 

アイススケートリンクでは期間限定でお得なカップル割を実施 

 東京スカイツリータウンでは、バレンタインに合わせて、バレンタインチョコレートやカフェスイーツ、

デートにおすすめの特別ディナーやイベントなどを展開します。 
 

 東京ソラマチ®では、２０を超えるチョコレートブランドがバレンタイン期間限定で催事出店し、ごまや 

抹茶などの和のテイストを練り込んだショコラや、銀河の惑星を表現したユニークなチョコレート、世界で 

唯一フランス最高職人賞２部門を獲得したパティシエ界の巨匠が手がけるショコラなど、多様な     

チョコレートを販売するほか、バレンタインにおすすめのカフェスイーツや、バレンタイン限定の特別  

ディナーなどをご用意します。 
 

 また、東京スカイツリーオフィシャルショップ「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」では、古都ウィーンの

王宮御用達菓子司の「デメル」との東京スカイツリーのオリジナルショコラや、銀座の老舗「資生堂   

パーラー」の大人向けのチョコレートなどを販売します。 
 

 その他にも、バレンタイン期間限定でカップルがアイススケートをお得に楽しめる“カップル割”や、  

チョコレートやキャンディをイメージしたクラゲに心を癒される、すみだ水族館の 「ふわきゅん、クラゲ 

まつり」など、デートにもおすすめのイベントを開催します。 
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東京ソラマチ® バレンタインスイーツ・メニュー情報 

和ショコラアソート（１５個入） ￥２,１６０ 

  PONTO (タワーヤード２階 特設会場) 
 
販売期間：２月１日（水）～ ２月１４日（火） 

風情ある景色が残る京都先斗町をイメージし、和の 

テイストを練り込んだショコラです。ごま、七味、山椒、

抹茶、ゆず、生姜など、９種類の味が揃いました。 

みやこの桜（１１個入） ￥１,６２０ 

  京都ふらんすや (イーストヤード２階 特設会場) 
  
販売期間：２月１日（水）～ ２月１４日（火） 

可愛らしい桜の花があしらわれたピンクの箱の中に、

抹茶や桜のチョコレートなどが入った春を感じさせる

一品です。 

ギャラクシショコラＭ（６個入） ￥１,２９６ 

  アストロノミー (イーストヤード２階 特設会場) 
  
販売期間：２月１日（水）～ ２月１４日（火） 

銀河の惑星をチョコレートで表現した一品です。地球は

ラズベリー、火星はピーチなど、見た目だけではなく、

惑星ごとに異なる味もお楽しみいただけます。 

※なくなり次第終了。 

ディクショナリーＳ（５個入） ￥１,０８０ 

  ズーロジー (イーストヤード２階 特設会場) 
  
販売期間：２月１日（水）～ ２月１４日（火） 

リアルな５匹の動物を、チョコレートで精巧に再現  

しました。パッケージには動物たちの体長や体重が記載

されていて、図鑑のように見て楽しむことができます。 

※なくなり次第終了。 

トリロジーショコラ（６個入） ￥１,９４４ 

  
イヴ・チュリエス (タワーヤード２階 特設会場) 
  
販売期間：２月１日（水）～ ２月１４日（火） 

世界で唯一フランス最高職人賞２部門を獲得した  

フランスパティシエ界の巨匠イヴ・チュリエスが  

手がけるショコラ。人気のショコラマカロンと   

プラリネの組み合わせをご堪能ください。 

ボンボンショコラ クールルージュ（５個入） ￥２,３７６ 

  ジョンカナヤ (タワーヤード２階) 
  
販売期間：１月２４日（火）～ ２月１４日（火） 

鬼怒川金谷ホテルの創業者である金谷鮮治の名を冠した

ビター・ショコラの「アメール」や、繊細な酸味が  

特徴の「ノアール」など、５種類の味わいを楽しめます。

バレンタイン限定で、左手の薬指に位置するショコラは

封蝋が赤のハート形にアレンジされています。 

和風バレンタインチョコレート 

友達からもらうと嬉しい ユニークチョコレート 

リッチな気分になれる 本格チョコレート 
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メルティングハートチョコレートパンケーキ 
￥１,５５０ 

  MAX BRENNER CHOCOLATE BAR (イーストヤード１階) 
 
販売期間：１月１８日（水）～ ２月１４日（火） 

パンケーキの中からなめらかなミルクチョコレートが 

流れ出すチョコレートパンケーキです。ストロベリーや

ブルーベリー、ホイップクリームがトッピングされて 

いて、フラスコに入ったストロベリーソースをかけて 

お召し上がりください。 

チョコレートムースとベリーのバレンタインパンケーキ 
￥８９６円 

  ココノハ (ウエストヤード４階) 
  
販売期間：１月２３日（月）～ ２月１４日（火） 

口どけなめらかなチョコレートムースと、甘酸っぱい

ベリーソースの相性が良いパンケーキです。ベリー

ソースで描かれたハートが気分を盛り上げてくれます。 

苺のアフタヌーンティーセット ￥１,７２０ 

  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：販売中～ ２月８日（水） 

お好きなスイーツを４品選ぶことができるスペシャル

セットです。甘酸っぱく、口どけのよい苺 の    

サンドイッチ など、こだわりの紅茶と一緒 に    

苺づくしのティータイムをお楽しみください。 

※期間中、１４：００から限定で販売します。 

抹茶のチョコレート 三郎左衛門 １個￥５４０  

TOP TABLES  (イーストヤード１階) 
  
独自の技法で作り上げた、水のようになめらかな抹茶の

ウォーターチョコレートです。生チョコでもなく、練り

チョコでもない絶妙なみずみずしい舌触りで、口溶けが

たまらない新食感スイーツです。バレンタイン期間は 

かわいらしいラッピングを施し、提供いたします。 

※通年販売、各日の販売数がなくなり次第終了。 

バレンタインディナーコース ￥５,４００ 

  ブラッスリーシノワ昴 by 銀座アスター (イーストヤード３１階) 
  
販売期間：１月２７日（金）～ ２月１４日（火） 

蒸し点心や牛フィレ肉の角切ステーキなど、豪華な  

中華のディナーを堪能することができるお得なコース

料理です。東京ソラマチ最上階からの美しい夜景を  

見ながら、特別な時間を過ごすことができます。 

パティシエ特製チョコレート付 
バレンタイン特別コース ￥７,５００ 
※別途１０％のサービス料がかかります。 

  ブラッスリーオザミ (イーストヤード３０階) 
  
販売期間：２月８日（水）～ ２月１４日（火） 

ズワイガニやフォアグラなど、通常よりグレード 

アップした食材で作る特別コースです。さらに、  

特典として「パティシエ特製生チョコ」のお土産を 

もらえます。 

カフェやレストランで一緒に味わう バレンタインスイーツ 

東京ソラマチ®限定 バレンタイン特別ディナー 

ソラマチ 
 限定 

ソラマチ 
 限定 



※価格は全て８％の税込です。なくなり次第販売終了となります。 

TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京スカイツリー® バレンタインチョコレート情報 

 東京スカイツリーオフィシャルショップ「ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ」では、バレンタイン限定商品を

販売中です。 

ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ  
 

(１階、５階、フロア３４５）   
東京スカイツリーや、東京スカイツリー公式     

キャラクターソラカラちゃんをモチーフにした  

タブレット型のチョコレート。フランボワーズや 

ピスタチオなど、バラエティに富んだ６種のセット

です。 

※３枚入りのセット（￥６５８）も販売します。 

東京スカイツリー® タブレットショコラ ６枚入 
￥１,３１７ 

ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ  
 

(１階、５階、フロア３４５）   
銀座の老舗「資生堂パーラー」のエスプリ漂う   

期 間 限 定 の 大 人 向 け シ ョ コ ラ で す 。 ミ ル ク    

チョコレートで林檎ガナシュを包んだ真っ赤な 

ハート型、ヘーゼルナッツプラリネをミルク   

チョコレートで包んだミルク、バニラガナシュを 

包んだビターチョコレートの３種を詰め合わせました。 

東京スカイツリー® ル・ショコラ 
６個入（左） ￥１,２９６／４個入（右） ￥８６４ 

ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ  
 

(１階、５階、フロア３４５）   
古都ウィーンの王宮御用達菓子司として栄誉と伝統の

ある「デメル」の東京スカイツリー限定商品です。

チョコレートを加えて焼き上げた風味豊かなケーキを、

鮮やかなオリジナルのコラボレーションＢＯＸに入れ

ました。メッセージを書けるタグ付きで、ギフトにも

おすすめです。 

東京スカイツリー® ＤＥＭＥＬ ショコラーデントルテ 
￥１,７２８ 

ＴＨＥ ＳＫＹＴＲＥＥ ＳＨＯＰ  
 

(１階、５階、フロア３４５）   
古都ウィーンの王宮御用達菓子司として栄誉と伝統の

ある「デメル」の東京スカイツリー限定商品です。 

２ 種 類 （ ス ウ ィ ー ト ・ ミ ル ク ） の 三 角 形 の        

チョコレートを、東京スカイツリーのオリジナル限定

ＢＯＸに入れました。メッセージを書けるタグ付きで、

ギフトにもおすすめです。 

※５０枚入（スウィート２５枚、ミルク２５枚）です。 

 

東京スカイツリー® ＤＥＭＥＬ ソリッドチョコレート 
トライアングル ２０１７ ￥１,９４４ 
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バレンタインにおすすめのイベント情報 

アイススケートリンクでお得な“カップル割”を実施 

 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』では、期間中にカップルでご利用いただくと お得になる

「カップル割」を実施します。 

 東京スカイツリーのライティングや周囲のイルミネーション、スケートリンクに投影された東京スカイ   

ツリー公式キャラクターのソラカラちゃんなどのエフェクトライト演出の中で、スケートを滑ることができます。 

 

期  間  ２０１７年２月８日（水）～２月１４日（火） 

割引時間  １７：００～２０：００（最終入場１９：３０） 

      ※金・土・日・祝日は１７：００～２１：００ 

       （最終入場２０：３０） 

      ※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。 

       

※「ＴＯＫＹＯ ＳＫＹＴＲＥＥ ＴＯＷＮ® ＩＣＥ ＳＫＡＴＩＮＧ ＰＡＲＫ」の詳細は、 

 右記のURL（http://www.tokyo-skytreetown.jp/pressroom/pdf/20161128.pdf）をご参照ください。 

 

アイススケートリンク 

※価格は全て８％の税込です。内容が変更になる可能性があります。 
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女性のキレイを応援 すみだ水族館のバレンタインイベント 

 すみだ水族館では、期間限定で女性が心も身体もゆったりと癒される「ふわきゅん、クラゲまつり」を開催します。 

イベント期間中はバレンタインデーやホワイトデーにちなんで、蜷川実花氏の美しい作品に彩られた水槽に   

チョコレートやキャンディをイメージしたブラウンやホワイトカラーのクラゲの展示を行います。 

 このほか、卵から成長していくクラゲの様子を見守ることができる女性限定の体験プログラムや、仲むつまじい 

ペンギンのカップルたちを眺めながら「ＰＯＬＡ」のエステティシャンによるハンドトリートメントを体験できる 

イベントなど、様々なプログラムをご用意しております。 

 

期  間  ２０１７年１月２８日(土)～３月１４日(火) 

時  間  ９：００～２１：００ 

      ※入場受付は閉館の１時間前までになります。 

場  所  東京スカイツリータウン®５・６階 すみだ水族館 

料  金  大人２，０５０円、高校生１,５００円、 

      小・中学生１,０００円、幼児６００円 

      ※２歳以下無料   

ふわきゅん、クラゲまつり（イメージ） 
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