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東 武 鉄 道 株 式 会 社 

 

東武鉄道（本社：東京都墨田区）では、２０１２年５月２２日（火）グランドオープンを目指し、東

京スカイツリータウン内の商業施設「東京ソラマチ」の開業準備を進めておりますが、このたび、その

出店ラインアップが決定いたしました。 

東京スカイツリー®の足元に誕生する「東京ソラマチ」は、「新・下町流」をコンセプトとして、新し

い下町を世界に発信していく商業施設で、ファッションや雑貨、グロッサリー、スイーツ、レストラン

など専門店を中心とした都内最大級の店舗数全３１２店舗で構成します。 

新業態や都内初、商業施設（ＳＣ）初出店もあ

り、ここでしか買えない東京ソラマチ限定商品を

取り揃える店舗も出店するなど、オリジナリティ

あふれるバラエティ豊かな店舗構成となってお

ります。 

観光のお客さま、学校や仕事帰りの沿線のお客

さま、地域のお客さまなど、皆さまに親しまれる

商業施設を目指しています。 

世界一の電波塔の東京スカイツリーとともに

“タワーのある街”が東京の、そして日本のシン

ボルとなるよう、５月２２日のグランドオープン

に向けて開業準備に取り組んでまいります。 

 出店ラインアップなど、概要は別紙のとおりで

す。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京スカイツリータウン®内の商業施設「東京ソラマチ®」

の出店ラインアップが決定いたしました 

2012年 5月 22日(火)グランドオープン！！ 

▲東京スカイツリーの足元に位置する東京ソラマチ(ソラミ坂ひろば) ▲ソラマチ商店街 

都内最大級・３１２店舗の商業施設が東京スカイツリータウン内に誕生します。  



 

＜別 紙１＞ 

東京ソラマチについて 

１．コンセプト 

東京ソラマチは東京スカイツリーとともに都心と東武沿線、日本と世界とを結ぶゲートシティを目指

した商業施設で、ショッピング、観光、日常使いなどさまざまな目的で訪れたお客さまに楽しんでいた

だけるオリジナリティあふれるバラエティ豊かな商業施設です。 

 東京ソラマチのコンセプトは「新・下町流」。訪れるお客さまにこの地ならではの、新しい下町の魅

力を感じる商業施設を提案いたします。私たちのめざす「新・下町流」の３つの流儀は以下のとおりで

す。 

 

 「温故創新」・・・下町エリアは職人の町、モノづくりの町であり、現在も伝統を育みながら新しい

モノや文化を生み出しています。この伝統を生かしながら未来に向けて新しい文

化や情報をお客さまに発信します。 

 「Re-lax」・・・  向島界隈は江戸と呼ばれていた頃、風光明媚なリゾート地でした。四季が感じら

れる並木道等、訪れるお客さまが気持ちのいい、リラックスできる空間を創るこ

とで、人々が集い、地域の皆様に末永く愛される施設を目指します。 

 「ライブ！」・・・下町エリアは花火、お祭りなど一年を通じ、さまざまなイベントが行われる賑わ

いを感じるエリアです。東京ソラマチでも、皆様にお楽しみ頂けるイベントを定

期的に開催し、人々を魅了し続けます。 

 

２．フロア紹介 

ウエストヤード タワーヤード イーストヤード 

※各エリアのロゴデザインは、 

変更する場合があります。 

 



 

３．ゾーン別紹介 

 

① エントランスゾーン（イーストヤードＢ３Ｆ・１Ｆ、タワーヤード１Ｆ、ウエストヤード１Ｆ）５４店舗 

各ヤードの１Ｆには、お客さまをお迎えする東

京ソラマチ®の玄関口にふさわしいお店が出店い

たします。 

イーストヤード１Ｆの「ソラマチ商店街」には、

全長約１２０ｍの通路に、食品、雑貨、カフェな

ど３５店舗が並びます。サマンサタバサが提案す

るギフトをテーマとした新業態の「サマンサタバ

サ アニバーサリー」や、ご当地ピンズを中心と

したお土産専門店の「ご当地ピンズプラス」、国内

唯一グッドイヤー製法で“墨田”にて一貫生産を

行う靴専門店の「スコッチグレイン」など、多彩

なお店が揃います。また、ソラマチ商店街の入口

には、世界が認めるシェフ山下春幸氏直営の“究

極の日常料理”がテーマの新感覚・シェフズファ

ミリーレストラン「TOP
トップ

 TABLES
テ ー ブ ル

」が出店いたします。 

駅ウエにある利便性や広場をつなぐ開放感から、東京ソラマチにお越しのすべての人々が楽しん

でいただけるゾーンとなります。開放的でリズミカルな切妻屋根の連続、伸びやかで暖かみのある

軒、江戸切子を使ったショップサイン行灯、路地園芸を彷彿させる植栽など、どこか懐かしくて新

しい賑わいのある商店街が誕生します。 

また、とうきょうスカイツリー駅の目の前となる「St.ストリート」には、ムーミンハウスをテー

マにしたカフェ「ムーミンハウスカフェ」や東京スカイツリータウン誕生に合わせて新作のスイー

ツを展開する「東京ばな奈ツリー」が新業態の店舗を出店いたします。 

 

② ファッションゾーン（イーストヤード２Ｆ・３Ｆ、タワーヤード３Ｆ）７５店舗 

イーストヤード２Ｆは、女性の様々なシーンをサポートする等身大のファッションゾーン。女の

子の“きれい”“かわいい”“おいしい”をテーマに、ファッション、雑貨、スイーツ店舗などが集

まります。 

人気セレクトショップのアダム エ ロペから新しく誕生した「アダム エ ロペ ル マガザン」や、

ビームスが提案するフローズンヨーグルトや雑貨を取り扱う「レムソンズ」、ユナイテッドアローズ

のカフェ併設店舗「ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ」、タルトの有名な「キル フェ ボ

ン」が展開する新業態のスイーツ店など、さまざまな新業態のお店が出店いたします。 

イーストヤード・タワーヤード３Ｆは、沿線の女性やファミリーの日々の生活にちょっとした雰

囲気やこだわりを加えリラックスした生活を提案する店舗が出店いたします。東京初出店となるア

パレルから生活雑貨まで幅広く展開する「URBAN RESEARCH Store」や、北欧デザインのライフスタ

イル雑貨を提案する「エブリデイバイコレックス」、心地よく暮らすためのヒントを提案し続ける「ア

フタヌーンティー・リビング」など、雑貨やホビー、ファッション店舗が集まります。 

２Ｆのデザインは、女の子の「アパートメント」をコンセプトに、植物をモチーフとしたレース

模様の天井と壁のほか、葉脈を表現した床のモザイクタイルのパッチワークなどで装飾しています。 

３Ｆは、かつてアーティスト達が使っていたアトリエ空間に出現したクローゼットをテーマに、

アイアンワークや壁画など、ものづくり感がただよう空間になっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

▲ソラマチ商店街 イーストヤード１Ｆ（イメージ） 

▲ファッションゾーン イーストヤード２Ｆ（イメージ） 



 

③ 食品・フードコートゾーン（タワーヤード２Ｆ、ウエストヤード２Ｆ・３Ｆ）９０店舗 

ウエストヤード・タワーヤード２Ｆの「フード

マルシェ」では、地域の台所として、毎日の生鮮

食品・和洋惣菜のお店を展開いたします。 

日本料理の伝統と現代を融合させた新感覚の

和惣菜を提供する新業態店舗「宇
う

豆基
ず き

野
の

」や、健

康と安全にこだわった洋惣菜を提供する「ＲＦ

１」、錦糸町名物のマグロ・タコブツを提供する

ＳＣ初出店の「錦糸町 魚寅」などが、賑わいの

ある食品売場を演出いたします。 

また、那須から都内初出店となる「チーズガー

デン」（新業態）やＳＣ初出店となるこだわりの

材料と製法を１４０年守り続ける和菓子の「岡埜
お か の

栄泉
えいせん

総本家
そ う ほん け

」、新業態の店舗として、下町をコン

セプトにしたこだわりのスイーツを提供する「東京下町シュークリーム スイートオーブン」や、ふ

わふわとした生地の食感が楽しいスポンジ・焼き菓子「eponge
エ ポ ンジ ュ

」など、ここにしかない限定スイー

ツ・名物手みやげアイテムが揃います。 

ウエストヤード３Ｆには、「フードマルシェ」の大きな吹き抜けを取り囲むように客席を配置した

「フードコート ソラマチタベテラス」があり、フードマルシェを望み、賑わいを感じながら、和食・

洋食・中華からデザートまでバラエティ豊かな食事を楽しむことができます。 

 

④ スーベニア・キャラクターゾーン（イーストヤード４Ｆ、ウエストヤード４F）４８店舗 

イーストヤード４Ｆは、東京スカイツリータウ

ン内最大のスーベニアが集まるフロアに、日本の

“イマ”にこだわる専門店が出店します。 

スカイアリーナを望む物販併設の新業態カフ

ェ「100%ChocolateCafe.」が出店し、香と和文具

の老舗専門店「鳩居堂」、新業態の店舗として、

世界中にファンを持つベアブリックを取り扱う

「MEDICOM TOY」やナノブロックの初の直営店舗

となる「ナノブロックストア」など個性豊かなお

店が揃います。 

デザインは、かつて江戸の町に見られた商家

「大店（おおだな）」をテーマに、柱・梁・桁

といった日本伝統の構造美が、バラエティ豊か

なショップに統一感のある店構えを与えます。 

ウエストヤード４Ｆは、テレビエンタテインメントオフィシャルストア「Tree Village」や、長

い春巻きなどが手軽に食べられる新業態の中華点心ストリートフード「南包子
ナンパオズー

」が連なり、ファミ

リーや修学旅行生などで賑わうゾーンとなります。 

 

⑤ 企業ＰＲフロア（イーストヤード５Ｆ）５店舗 

イーストヤード５Ｆは、日本を代表する企業の

歴史・文化・技術といったオリジナルなアイデン

ティティを発信し、これまでにない体験・感動が

生まれる企業情報発信スペースです。単なるＰＲ

施設ではなく、“遊びから、体験して、学ぶ”こ

とで皆様に新しい体験価値を提供し続ける魅力

的なスペースになります。また、地元墨田区によ

るすみだの産業・観光・歴史・文化等の情報発信 

や、すみだの魅力をＰＲする「産業観光プラザ す

みだ まち処」も開設されます。 

 

▲フードマルシェ ウエストヤード２Ｆ（イメージ） 

▲スーベニアゾーン イーストヤード４Ｆ（イメージ） 

▲企業 PRフロア イーストヤード５Ｆ（イメージ） 



 

イーストヤード４Ｆとデザインコンセプトを共にしたフロアは、あたたかみの中にもモダンなイ

メージを投影した、まさに現代版「大店」です。 

 

⑥ カジュアルダイニングゾーン（イーストヤード６Ｆ・７Ｆ）２９店舗 

イーストヤード６Ｆ・７Ｆは東京ソラマチのメインダイニング「ソラマチダイニング」です。 

６Ｆには、誰もが安心して利用できる定番メニューから、日本の地方発の名物料理を代表するよ

うな専門店が集積いたします。都内初出店となる北海道を代表する回転寿しの名店「回転寿し トリ

トン」や、讃岐うどんの名店「うどん本陣 山田家」のほか、多くのファンに惜しまれながら本店を

閉店したつけ麺の名店「六厘舎 TOKYO」が出店いたします。 

７Ｆには、客席に立ち食い処を併設した新業態の江戸前寿司「江戸 東京 寿し常」や人形町の

名店 玉ひでの姉妹店「たまひで いちの」がＳＣに初出店いたします。また、世界中から集めた日

本初登場の樽生ビールを提供する新業態店舗「世界のビール博物館」が出店いたします。 

６Ｆ・７Ｆのデザインは、こだわりがスパイスされた“館”をコンセプトに、それぞれ個性あふ

れるフロアを、象徴的な二つの吹抜け空間が一つの館にまとめあげ、フロアのシンボルである曲線

美あふれる階段が、ゆるやかに二つのフロアをつないでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ スペシャルダイニングゾーン（イーストヤード３０Ｆ・３１Ｆ）１１店舗 

約１５０ｍの高さに位置する「ソラマチダイニング スカイツリービュー」は、東京スカイツリー

を間近に望みながら家族・カップルの記念日などでご利用いただける、上質感・本物感を持つ店舗が

揃います。 

東京スカイツリーを正面に望みながらシャンパン

とカジュアルフレンチを楽しめるダイニングバー

「TOP of TREE」や、音楽プロデューサー小林武史が

率いる ap bank/kurkku が立ち上げた「日本各地の

生産者」と「都市で生活する人々」とを繋ぐプロジ

ェクト「Food Relation Network」が、その実践の

場としてオープンするのは、「山形を代表する素材系

イタリアン「アル・ケッチァーノ」の奥田政行シェ

フが監修したイタリアンレストラン「LA SORA SEED 

-Food Relation RISTORANTE-」。日本の優れた食

材を生産者の想いと共にひと皿に表現していき

ます。ランチタイムには、素材を生かした料理を

ビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。 

また、「楽しい和食」がコンセプトの「食幹」がＳＣに初出店し、誰でもどこの国の人とでも楽し

める空間と料理を提供いたします。 

ゆったりとした時間の流れる“天空の別荘”をデザインコンセプトに、普段とは違うゆとりと上質

を兼ね備えた空間を提供します。ダイナミックに広がる天空からの眺めを堪能いただける環境でお客

さまをお迎えさせていただきます。 

 

 

▲カジュアルダイニングゾーン イーストヤード６Ｆ（イメージ） ▲カジュアルダイニングゾーン イーストヤード７Ｆ（イメージ） 

▲スペシャルダイニングゾーン イーストヤード３１Ｆ（イメージ） 



 

 

４．東京ソラマチ 施設概要 

 

所 在 地： 東京都墨田区押上一丁目１番２号 

Ｓ Ｃ 面 積： 約５２，０００㎡ 

店 舗 数： ３１２店舗 

駐 車 場： 約１，０００台 

駐 輪 場： 約２，０００台 

開 業 日： ２０１２年５月２２日 

定 休 日： 無休 

営 業 時 間： 物販 １０：００～２１：００ 

    レストラン １１：００～２３：００ 

    ※一部営業時間が異なる店舗があります。 

ア ク セ ス： 東武スカイツリーライン とうきょうスカイツリー駅すぐ 

    東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄浅草線・京成押上線 

押上（スカイツリー前）駅Ｂ３出口すぐ 

事 業 主 体： 東武鉄道株式会社 

運営受託会社： 東武タウンソラマチ株式会社 

ＨＰ    ： http://www.tokyo-solamachi.jp/ 

 

以 上 

http://www.tokyo-solamachi.jp/


＜別紙２＞

①　エントランスゾーン（５４店舗）

No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

1 ファミリーマート　東地下３Ｆ 東武商事㈱ コンビニエンスストア
オフィス需要にも対応した品揃えで、安心・安全・クオリティーの高い商品やサービスをご
提供いたします。

No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

2 サマンサタバサ アニバーサリー ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド ファッション雑貨/カフェ/スイーツ ○ ○
サマンサタバサが提案するギフトをテーマとしたかわいいグッズとおしゃれなスイーツのお
店。カフェスペースも併設したNEWコンセプトショップ。

3 マツモトキヨシ　store ㈱マツモトキヨシ 医療品/雑貨/土産 ○ 「マツモトキヨシstore」はお土産も扱う、いつもとちょっと違うマツモトキヨシです!!

4 俵屋　重吉 ㈱京樽 おむすび ○
重吉爺が忘れられない子供の頃、お母さんが作ってくれたおむすびの味を味わえる。イー
トイン席ではお茶漬けを提供。

5 メーカーズシャツ鎌倉 メーカーズシャツ鎌倉㈱ 婦人／紳士衣料
上質な生地と丁寧な縫製で『Made　in　Japan』にこだわったバラエティ豊かな品揃えのメン
ズ･レディースシャツの専門店。

6 スコッチグレイン ㈱ヒロカワ製靴 シューズ
国内外の吟味した素材と拘りの木型を用い、履き心地の良いグッドイヤー製法で“墨田”で
一貫生産を行う職人気質の靴店。

7 はせがわ酒店 ㈱はせがわ酒店 リカー ○ 造り手の想いが込められたお酒を日本全国から厳選。スタンディング・バーも併設。

8 ウォッチェルト１４９２ ㈱石国 時計販売／修理 ○ ○ ○
国家資格を持つ技術者がセレクトしたお洒落な時計店。安心の工房で修理やカスタマイズ
も可能です。

9 スリーフォータイム ㈱ジオン商事 バッグ／雑貨
国内外から集めたスイートなアクセサリーを中心にウェア～ファッショングッズを集めた女
性注目のお店。

10 ルピシア ㈱ルピシア 紅茶／緑茶
旬の紅茶、緑茶、烏龍茶はもちろん、オリジナルのブレンドティーやフレーバー
ドティーなど、厳選された世界中のお茶を年間400種類以上ご紹介しています。

11 リトルチーズガーデン ㈱庫や チーズケーキ／焼菓子 ○ ○
２Fチーズガーデンのリトルショップ。お菓子を通して食の喜びをご提案し、思わず笑顔にな
るチーズケーキや心を豊かにするお菓子を取り揃え。

12 浅草梅園 ㈱梅園 甘味処
創業安政元年。浅草寺の一院であった梅園院の一隅に、茶店を開いたのが始まり。文
豪、永井荷風の名作「踊り子」の一説にも掲載された甘味処。

13 ご当地ピンズ プラス 石川玩具㈱ 観光土産 ○
コレクターズアイテム「ご当地ピンズ」を中心に、ココならではにこだわったご当地土産の専
門店です。

14 サマンサタバサ　プチチョイス ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド 財布／雑貨 ○
「バッグの中も可愛くコーディネート」をテーマにした「サマンサタバサ」の提案する財布や
パスケース、ポーチなどの小物ブランド。

15 クア・アイナ ㈱FOUR SEEDS FOODS EXPRESS ハワイアンバーガー
ハワイオアフ島、ノースショアで誕生。世界中のサーファーを魅了してきた本格的グルメ
バーガーレストラン。

16 TOKYO SKYTREE TOWN® STUDIO ㈱ジェー・プラネット サテライト・スタジオ ○ ラジオやテレビの生放送、映像情報コンテンツなどを提供するマルチメディア・スタジオ。

17 TOKYO CURRY LAB ㈱オレンジ・アンド・パートナーズ カレーパイ ○ 「カレーの実験室」がコンセプト。「カレーパイ」をはじめとしたフィンガーフードを提供。

18 farm il aid Food Relation Cafe- ㈱ネヲハル カフェ ○
山形屈指の自然派レストラン「アル・ケッチァーノ」の奥田政行シェフとap bank/kurkkuの
「Food Relation Network」プロジェクトが実践の場として展開するカフェ・レストラン。「Made
in JAPAN」をキーワードに国産米粉を使用したパスタやリゾット、スイーツを提供します。

19 ケンタッキーフライドチキン 東武食品サービス㈱ ファーストフード
１１種類の秘伝スパイスを使用したジューシーなフライドチキンや豊富なドリンクを取り揃え
たファーストフード店次世代店舗として近代的な客席を装置し、幅広いお客様にご利用い
ただける店舗となっております。

20 和良 ㈱ナチュラルフード 米粉パン／米粉スイーツ
岡山の吉備のコシヒカリの米粉で造るパンとスイーツの専門店。米粉を100％で造ったシ
フォンケーキは行列ができる程の看板商品です。

21 私の部屋 ㈱私の部屋リビング ライフスタイル雑貨
日本の生活文化とアイデアが融合した豊かな暮らしを、日本の四季を楽しむ生活雑貨と共
にご紹介します。

22 宙寅屋（そらとらや） 際コーポレーション㈱ 中華料理 ○
下町のにぎわいを思わせるどこか懐かしく気軽な店内で、こだわりの中華そばや名物大餃
子をお召し上がりいただけます。豚まんのテイクアウトあり。

23 東京カレー屋名店会 ㈱東京カレー屋名店会 カレー
東京都内の有名・老舗カレー屋５店を集め、各店の個性的なカレーを一度に楽しめる。カ
レー好きには、たまらない店。

24 パーティ　リコ ㈱国井産業 バラエティ雑貨ショップ ○ 「ドキドキ・わくわく！」カワイイ、楽しい雑貨がいっぱいのファンシーグッズショップ。

25 たこ家道頓堀くくる 白ハト食品工業㈱ たこ焼き
くくる自慢の大たこ入りたこ焼は外はふわっと、中はとろっと！これぞ道頓堀の味。イートイ
ンスペースも併設。

26 マリオンクレープ ㈱マリオン クレープ ○
原宿竹下通りが原点。盛りだくさんのメニューを取り揃えた、焼き立て作り立てのクレープ
が絶品。

27 わけあって日本 ㈱エディションマーケティング 食料品／雑貨 ○
すべての銘品には理由（わけ）がある。それらを皆で「わけあって」いく。日本が誇る銘品を
紹介していきます。

28 kissora ㈱東京デリカ 革製品 ○
「メイドインジャパン」をテーマに工房も併設。｢革」と「ものづくり」を身近に感じていただける
レザーショップです。

29 たまゆら　バイ　アナヒータストーンズ ㈱めのや アクセサリー／ジュエリー ○
日本古来から受継がれる伝統の出雲型勾玉をメインにアクセサリーを展開。
自分好みにカスタマイズできる天然石アクセサリーや和雑貨のショップ。

30 アンパンマンキッズコレクション ㈱バンダイ キャラクター
アンパンマンの楽しい世界観と、おしゃれなデザインを融合させた大人も楽しめるアパレル
ブランド。

31 鎌倉あきもと ㈱鎌倉あきもと 漬物他 ○ ○ ○
新鮮野菜の浅漬、厳選野菜を独特の風味と芳香で仕上げた本漬などを提供。日々の食卓
～お土産まで様々なシーンで喜ばれます。

32 デリフランス ㈱ヴィ・ド・フランス ベーカリーカフェ
ヨーロッパのオーセンティックなパンと、サンドイッチ等を取り揃えたフレンチスタイルの
ブーランジュリカフェ。

33 みちくさ餅 ㈱エフ・エフ・エス 餅菓子 ○
おもちを使った商品をメインにご提供させていただきます。気軽にお立ち寄り頂ける店作り
を目指しております。

34 フラワーデコ ㈱白楽花園 フラワーショップ ○
“ワンランク上のフラワーライフ”をコンセプトにデイリーからギフトまで流行の色や素材を
取り入れた商品を展開するフラワーショップ。

35 TOP TABLES ㈲ウォーターマーク シェフズファミリーレストラン ○
世界が認めるマスターシェフ、ハル山下の直営店。「究極の日常料理」がテーマの新感覚・
シェフズファミリーレストラン。

36 あくせ処とぅ～む あくせ処とぅ～む アクセサリー／雑貨
桜、うさぎ、とんぼ、金魚などの馴染みのモチーフをデザインした、京都発のオリジナル和
風アクセサリーブランド。

■イーストヤード（B３F）　　１店舗

■イーストヤード（１F）　　３５店舗

新業態　・・・新しい業態となる店舗（新ブランド、メーカ企業直営の初小売店など）

都内初　・・・東京都内初出店店舗

ＳＣ初　　・・・商業施設（ＳＣ）初出店店舗

限定商品・・・東京ソラマチ公認のライセンス商品お取り扱い店舗（3月20日時点）



No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

37 ツーリストサービスセンター 東武トラベル㈱ 観光サービス ○
東京スカイツリータウンに訪れる様々なお客さまに、地域や沿線の案内など旅のお役立ち
となる情報を提供。また、国内外宅配便の受付や手荷物の一時預かり、外貨両替サービ
ス機能も有しています。

38 ＤＯＧ ＤＥＰＴ ㈱ネットワーク
婦人／紳士／子供衣料／雑貨
ドッグウエア／ドッグ雑貨

○
アメリカ西海岸生まれのカジュアルウェアブランド。愛犬との心地よいライフスタイルを提案
します。

39 ドッグデプトカフェ ㈱ネットワーク カフェ（犬 OK） ○
愛犬と気軽に楽しめるアメリカンスタイルカフェ。わんちゃん用メニューもご用意していま
す。

40 ブースター・カフェ・レント・ア・バイシクル・バイ・スコット ㈱サニーサイドアップ サイクルカフェ ○
お客様の元気を加速させる手軽で美味しいパニーニやスイーツ、オリジナルドリンクの提
供のほか、人気スポーツサイクルブランド『SCOTT』の最新モデルのレンタルサイクルサー
ビスで下町観光をお楽しみください。

No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

41 東京東信用金庫 ATM 東京東信用金庫 ATM 「ひがしん」は地元の信用金庫として、地域社会のお客様との 共存・共栄をめざしています。

42 りそな銀行 ATM ㈱りそな銀行 ATM りそな銀行のＡＴＭ。

43 スターバックスコーヒー　西1F スターバックス コーヒー ジャパン㈱ カフェ ○
アメリカ シアトル生まれのスペシャリティ コーヒーストア。高品質のアラビカ種コーヒー豆か
ら抽出したエスプレッソがベースのバラエティ豊かなエスプレッソドリンクやペストリー、サン
ドイッチをお楽しみいただけます。

44 ポン・デ・ライオンパーク　ｂｙ　ミスタードーナツ ㈱ダスキン ドーナツ専門店 ○
ミスタードーナツのキャラクター「ポン・デ・ライオンと仲間たち」をテーマにした日本に１つし
かないショップ。

45 マツモトキヨシ ㈱マツモトキヨシ ドラッグストア
「より良い品をより安く」をモットーに医薬品・化粧品はもとより、関連商品も豊富に品揃え
をしてお待ち申し上げます。

46 NATURAL KITCHEN ㈲アミューズフル 生活雑貨 ○ 毎日の暮らしを豊かにしてくれるナチュラルな雑貨を幅広いラインナップで取り揃え。

47 One Two Tree！with ranKing ranQueen 東武商事㈱
東京スカイツリー
ライセンスグッズショップ

○
東京スカイツリー®公認のお菓子やグッズを注目商品としてランキング形式で取り扱うオリ
ジナルショップです。渋谷発ranKing ranQueen とのコラボレーション。

48 ファミリーマート　西１F 東武商事㈱ コンビニエンスストア
タワーの玄関口という観光立地に即しながら、地域のみなさまのお役に立つ品揃えを目指
します。24H営業いたします。

49 東京ばな奈ツリー ㈱グレープストーン 和洋菓子 ○
感動的にかわいい、東京スカイツリータウン誕生記念作「東京ばな奈ツリー」が登場。イマ
の東京スイーツセレクトショップ。

50 レ・トワール・デュ・ソレイユ ㈱グラムス クラフト
1860年代にフランス最南端で生まれたファブリックブランド。生地を使ったオリジナルバッ
グ、雑貨を展開。

51 バロウズアンドサン ㈱ニコル ライフスタイル雑貨
ナチュラルほっこりおしゃれを好み、自分らしい暮らし方を求める人のためのライフスタイ
ルショップ。

52 キャンディー・ショータイム マジカルキッチン㈱ キャンディー ○
カラフルで可愛い手作りキャンディー専門店。店内ではあめ作りのパフォーマンスも見られ
ます。

53 珈琲＆酒場　プロント ㈱プロントコーポレーション カフェ／バー
イタリアンバールをコンセプトに昼はカフェ、夜はバーとして、1日中美味しい食事とくつろぎ
の時間をお楽しみいただけます。

54 ムーミンハウスカフェ ベネリック㈱ キャラクター ○ ○
童話「ムーミン」の『ムーミンハウス』をテーマにした新しいカフェ。限定のテイクアウトス
イーツも登場！

■タワーヤード（１F）　　４店舗

■ウエストヤード（１F）　１４店舗



②　ファッションゾーン（７５店舗）

No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

55 ＺＡＲＡ ㈱ザラ・ジャパン 婦人／紳士衣料
世界80ヶ国以上、1800店舗以上あるという、世界で愛されているスペインのアパレルブラ
ンド。トレンドを取り入れた新作が毎週2回入荷。

56 キャス・キッドソン ㈱サンエーインターナショナル ライフスタイル雑貨
伝統的な英国スタイルにポップな感覚を取り入れ、ファッション雑貨やインテリアを中心に
ライフスタイル商品を取り扱う英国ブランド。

57 アンテプリマ/ミスト ㈱アンテプリマジャパン バッグ／雑貨 アクティブな現代女性に向けて”FUN&JOY”を贈りつづけるコンセプチュアル・ショップ。

58 ロクシタン ロクシタンジャポン㈱ 化粧品
南仏プロヴァンスのライフスタイルコスメティックブランド。厳選された植物素材を使用した
スキンケアやボディケア商品が揃う。

59 ボンメルスリー　ド　アナトリエ ㈱ワールド 婦人衣料
ショップに入るだけで癒されるような雰囲気とセレクトが楽しくなるような心躍るアイテムが
揃うハイセンスなセレクトショップ。

60 レムソンズ ㈱ビームス カフェ／雑貨 ○
フローズンヨーグルト＆ソフトクリームのセルフサーブ型ソフトクリームバー。新型自販機を
使ったオリジナル雑貨も販売。ビームスの新業態。

61 キューポット ㈱グラム アクセサリー／ジュエリー ○
スイーツモチーフのアクセサリーを中心にバッグや財布などの小物も充実。生活を楽しく快
適にお過ごしいただくためのユニークなアイテムが揃う。

62 キル フェ ボン ラッシュ㈱ タルト ○
店内の大きなガラスショーケースの中には様々なフルーツや旬の食材など、素材にこだ
わったタルトが常時２０種類以上並ぶ。イートインスペースも併設。

63 三省堂書店 ㈱三省堂書店 書籍／雑貨
今読みたい話題の本はもちろん、「JAPAN」「TRAVEL」などをキーワードに、本とモノとが
出会う新しいスタイルの書店。

64 メリファクチュリー ラッシュ㈱ 焼菓子 ○
「ありがとう」や「ごめんね」など、毎日の様々なシーンでご利用いただける、メッセージ性を
含ませたアイシングクッキーを用意。

65 ラ フェ ミュルミュール ラッシュ㈱ 焼菓子 ○
フランスブルターニュ地方フィニステール県の優れた原料乳から作られた乳製品をぜいた
くに使用したオリジナル商品や、日本初上陸の商品などを展開。

66 Francfranc La Boutique ㈱バルス インテリア雑貨 ○
アクティブな女性の毎日に彩りを添える、ポップでキッチュな新感覚アイテムがそろったイ
ンテリアショップ。

67 ラシット ㈱パル バッグ／雑貨
モノグラムナイロンやレザーのバッグを中心に、デザインと使い心地にこだわったおしゃれ
な小物が揃うバッグブランド。

68 カリテスケープ ㈱アバハウスインターナショナル 婦人衣料 ○
アパレルブランド”qualite”とレッグファッションブランド“piche"の複合ショップ。ウェアから
足元までトータルコーディネートを提案。

69 ストロベリーフィールズ ㈱シュガー・マトリックス 婦人衣料 あらゆるアクティブシーンを想定した、フェミニンベーシックを基調とするレディースブランド

70 ハニーバンチ ㈱バーンデストジャパンリミテッド 婦人衣料
ハニーバンチとは恋人という意味。 恋人に会う時の高鳴る気持ちをよりいっそう輝かせる
ことのできるアイテムが満載のブランドです。

71 セシルマクビー ㈱ジャパンイマジネーション 婦人衣料
エレガンスからカジュアルまで幅広く取り揃えた、トレンドに敏感な女の子のためのブラン
ド。

72 ダッシングディバ ダッシングディバインターナショナル㈱ ネイルサロン ○
NY発のネイルサロン。ジェルをはじめハンド・フットの豊富なメニューをご用意。オリジナル
ネイル商品も魅力。

73 Ｍ・Ａ・Ｃ エスティ ローダー㈱ 化粧品
常にトレンドをリードしクオリティの高いメイクを提案。毎シーズン150以上のショーのメイク
を手がけるコスメブランド。

74 アルテミス by ダイアナ ダイアナ㈱ シューズ／バッグ
トレンドと機能を兼ね備えた『大人かわいい』女性のためのカジュアルエレガンスなシュー
ズ＆バッグのブランド。

75 アダム　エ　ロペ　ル　マガザン ㈱ジュン 雑貨／婦人衣料 ○ 人気セレクトショップ”アダム エ ロペ”から新しく誕生したキオスク型の好感度ギフトショップ。

76 ジル バイ ジルスチュアート ㈱サンエー・インターナショナル 婦人衣料
JILLSTUARTのフィルターを通し、ファッションからセレクト雑貨まで様々なシーンを演出す
る編集型ショップ。

77 TOKYO10月 H.P.FRANCE アッシュ・ペー・フランス㈱
ファッション雑貨／
ライフスタイル雑貨

○ ○
ファッションからインテリアまで、国内外の独創的でエレガントな商品と国内外クリエイター
とのコラボ商品が並ぶH.P.FRANCEの新業態・ギフトショップ。

サマンサシルヴァ by サマンサティアラ ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド アクセサリー／ジュエリー 大人の女性の可愛らしさや遊び心のあるアイテムを品揃えするジュエリーブランド。

サマンサベガ ㈱サマンサタバサジャパンリミテッド バッグ／雑貨 大人のカジュアルスタイルを意識し、実用性があり、かつトレンド感溢れるバッグを展開。

79 Tabio タビオ㈱ 靴下 靴下を通して「Made in Japan」を全世界へ広めていくタビオのプレミアムブランド。

80 カナル４℃ ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ アクセサリー／ジュエリー
自由で、楽しい、そしてかわいいジュエリーを世界中からあつめ、すべての女性を可愛くす
るという想いから誕生したカナル４℃。

81 ビーアグッドネイバー コーヒーキオスク ㈱ユナイテッドアローズ コーヒースタンド ○
エスプレッソ、カプチーノ、カフェラテなど美味しいコーヒーが楽しめる「コーヒーキオスク」。
B&Yとコラボレーション。

82 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ ㈱ユナイテッドアローズ 婦人／紳士衣料 ○ ○
精神的な美、永続的な若さをコンセプトに、デイリーウェア、生活彩貨までを提案するメン
ズ & ウィメンズフルラインストア。初のCAFÉ併設店舗。

83 PLAZA
㈱スタイリングライフ・ホールディングス
プラザスタイルカンパニー

ライフスタイル雑貨
菓子・生活用品から化粧品・衣料品まで世界中から新しい発見や驚きのある商品をセレク
トする輸入生活雑貨専門店。

84 ムルーア MARK-STYLER㈱ 婦人衣料
クールでモードな強さと、女性らしいフェミニンさ、2つのバランスがもたらすフェミニンモード
を提案するレディスブランド。

85 ＭＥＲＣＵＲＹＤＵＯ MARK-STYLER㈱ 婦人衣料
ワンランク上のリアルクローズを意識したトレンドとベーシック、更にハイブランドバッグなど
をＭＩＸしたスタイリングを提案するレディスブランド。

86 AMPHI ㈱ワコール ランジェリー 女の子が大好きなテイスト＆アイテムがいっぱいのランジェリーのセレクトショップ。

87 ココディール アイア㈱ 婦人衣料
オシャレを楽しみたいファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。可愛
いだけじゃないエッジの効いたスタイリングを提案。

88 エスペランサ 神戸レザークロス㈱ シューズ 旅をテーマに世界中からインスピレーションを受けたシューズブランド。

89 シュガーボックス　バイ　スマッキーグラム ㈱三陽商会 婦人衣料 ○
女の子の大好きがたくさん詰まった【SUGARBOX】でも、かわいいだけじゃないHappyな気
分を味わえるお店

90 ビス ㈱ジュン 婦人衣料 ○
カワイイカジュアルからエレガントまで、上品さのあるこだわりのファッションを提案するセ
レクトショップ。人気の”ロペピクニック”も展開。

91 どんぐり共和国 ベネリック㈱ キャラクター ○
いままでにない新しいことがいっぱい。ジブリ作品グッズが充実の店内で作品の世界に入
り込める。
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■イーストヤード（２F）　　３7店舗



No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

92 ルクリック　アヴェダ ㈱ル　クリック 美容室／化粧品
自然派化粧品ブランド「ＡＶＥＤＡ」のヘアサロン。アイラッシュや指先まで『最高の美』を
トータルプロデュース。

93 ロフト ㈱ロフト 生活雑貨
美容・健康雑貨、文具を中心に“ワクワク・ドキドキ”の旬を集め、 「選ぶ楽しさ」を提案する
雑貨の専門店。

94 DIESEL ディーゼルジャパン㈱ 婦人／紳士衣料
デニムをはじめ、バッグ、シューズ、時計などトータルコーディネートが楽しめるイタリアの
プレミアム・カジュアル・ブランド

95 オニツカタイガー ㈱アシックス 婦人／紳士衣料／シューズ
日本発オリジナルスポーツファッションブランドとして国内外で展開しています。洗練された
こだわりのある商品を幅広く提供します。

96 プラススタイル エース㈱ バッグ／雑貨 ○ タウン・トラベル・ビジネスとさまざまなシーンに対応した日本製商品を取り扱うセレクトバッグストア。

97 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ㈱ユナイテッドアローズ 婦人／紳士／子供衣料 ○
「Be happy」をコンセプトに、さまざまなライフスタイルにピッタリとフィットした自分らしい何
かが見つかる服と雑貨のブランド。

98 メルヴィータ メルヴィータジャポン㈱ 化粧品／ボディケア用品
フランスNo.1オーガニック認証コスメティクスブランド。凝縮した植物のチカラで自然と共に
生き生きと輝く美しさをもたらします。

99 ｃｏｅｎ ㈱コーエン 婦人／紳士衣料
アメカジをベースにした定番アイテムから、時代性を程良く取り入れたトレンドアイテムまで
リーズナブルに提供。

100 ユニクロ ㈱ユニクロ 婦人／紳士／子供衣料 あらゆる人々に良い服を提供する、日本発のグローバルカジュアルウェアブランドです。

101 Zoff ㈱ゾフ メガネ ○
メガネをもっと楽しもう。Zoffはメガネをレンズ代込みで5250円から楽しめる文化を創りまし
た。

102 チックタック ㈱ヌーヴ・エイ 時計
ファッションやシーンに合わせて楽しくスタイリングできるグッドデザインな腕時計をセレク
ト。ソラマチ店では「OAKLEY」などサングラスも取扱います。

103 マジェスティックレゴン ㈱シティーヒル 婦人衣料
「ちょっと綺麗でちょっと可愛い」気軽で高品質な女性のカジュアルスタイリングを提案する
レデーィスブランド。

104 a.g.plus ㈱ジャパンイマジネーション 婦人衣料
ナチュラルな中に自分なりのこだわりを持つ女性へ向け、ベーシックにシーズンごとのトレ
ンド要素をプラスしたカジュアルスタイルを提案するブランド。

105 マーレマーレデイリーマーケット ㈱マーレマーレ・ジャパン シューズ
その日の気分とコーディネイトに合わせてチョイスできる”毎日着替える靴”を提案する神
戸発のシューズショップ。

106 アトリエ ドゥ サボン ㈱アンビデックス 婦人衣料 1つ1つに手のぬくもりや作り手の想いが感じられる服を提案するレディスブランド。

107 ロジュモン ド クレール ㈱メル・ローズ 婦人衣料
心地よく肩の力を抜いてさりげない今の気分、空気を感じさせるベーシックなカジュアルス
タイリングを提案。

108 アフタヌーンティー・リビング ㈱アイシーエル ライフスタイル雑貨 ○
幅広い生活雑貨を通じて、日々の暮らしに取り入れたいちょっとした贅沢、心地よく暮らす
ためのスパイスやヒントを提案し続けているブランド。

109 マークスアンドウェブ ㈱マークスアンドウェブ 化粧品／生活雑貨
東京生まれのデイリープロダクト。植物の恵みを生かしたデイリーケアやライフスタイル雑
貨が揃う。

110 エテ　フィーユ ㈱ミルク アクセサリー／ファッション ○
”ジュエリーとの出逢いの入り口になりたい”というコンセプトのもと、よりカジュアルにアク
セサリーに触れられるきっかけの場となるお店。

メルシーボークー、 ㈱エイ・ネット 婦人衣料
清く・楽しく・美しく。庶民的で、遊び感のある、ちょっときれいな服を提案するレディスブラン
ド。

Né-net ㈱エイ・ネット 婦人／紳士／子供衣料 ○
「カップルで共有する日常着」がコンセプト。デザイナー髙島一精が表現する空想的でハッ
ピーな洋服は、親子、男女などあらゆるカップルで共有できる価値観を個性に、多くのファ
ンを獲得する可能性に満ちています。

112 エブリデイバイコレックス ㈱アバハウスインターナショナル ライフスタイル雑貨
ほっとする北欧デザインのアイテムを展開し、時代を超えて多くの人に愛される生活雑貨
ショップ。

113 フレッドペリー ヒットユニオン㈱ 婦人／紳士／子供衣料
1952年発祥の伝統ある英国ブランド。UKファッションをリアルタイムで発信。メンズ・ウィメ
ンズ・キッズ・アクセサリー・シューズなど幅広いアイテムを展開。

114 トリンプ コンセプトギャラリー トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱ ランジェリー ○
様々な経験を積んだ大人の女性にこそ相応しい、繊細で複雑な表情をみせるランジェリー
ブランドをメインに世界品質のランジェリーを、シーズン毎のコンセプトにあわせてご提案し
ます。

115 URBAN RESEARCH Store ㈱アーバンリサーチ
婦人／紳士衣料／
生活雑貨／カフェ

○
「リラックス＆インテリジェンス」をコンセプトに、アーバンリサーチ各ブランドからの優れた
アパレル・生活雑貨までを幅広く展開する複合型ショップ。カフェスペースも併設。関東初
出店。

116 アネモネ ㈱サンポークリエイト アクセサリー／バッグ ○
ヨーロッパの街角にあるアクセサリーショップを思わせる華やかで世界観のあるアクセサ
リーやバッグ・時計などを世界中から集めて展開するファッション雑貨ショップ。

117 カシラ ㈲ウィーブトシ 帽子
「帽子はエンターテインメント」をブランドコンセプトに独創的で世界観溢れる商品を展開す
る帽子ショップ。

118 Aroma Shop 生活の木 ㈱生活の木 ハーブ／アロマテラピー ○
東京スカイツリー®公認商品も取り揃え、自然で健康、楽しさに満ちたハーバルライフを提
案。

119 貴和製作所 ㈱貴和製作所 クラフト ○
Accessory,the link of joy・スワロフスキー・エレメントをはじめキラキラかわいいアクセサ
リーパーツがいっぱいのお店です。店内の創作スペースbeads laboでは手作りアクセサ
リーを簡単にお楽しみ頂けます。

120 アフタヌーンティー・ティールーム アイビー㈱ ティールーム
ポットにたっぷりの紅茶と幸せが広がるスイーツや焼きたてのピザは、特別なひとときを演
出します。

121 タリーズコーヒー タリーズコーヒージャパン㈱ カフェ ○
世界各国より厳選したコーヒー豆のみを使用。一杯一杯手作りで提供する本格的なコー
ヒーを提供。

No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

122
アースミュージック＆エコロジー
スーパー プレミアム ストア

㈱クロスカンパニー 婦人衣料
「relax」をテーマに、ナチュラルでスウィートな全ての女性に向けて、流行とナチュラル感を
取り入れたアイテムを提案するハイカジュアルブラントﾞ。

123 (仮）ローリーズファームエト ㈱ポイント 婦人衣料
飽きのこないベーシックアイテムとシーズントレンドアイテムをミックスした清潔なコーディ
ネートを提案。雑貨も取り揃える関東旗艦店

124 ダブルシー ㈱ウィゴー 婦人衣料 ○
日本の伝統と文化の先端をイメージし銭湯をテーマに老若男女、国籍問わずだれもが楽し
める下町らしい個性溢れる空間を演出。

125 ゴースローキャラバン ㈱三高 婦人／紳士衣料
旅行・野フェス・キャンプ・サーフィン・サイクリング等々外遊び好きの仲間が集まって始め
たアウトドアファッションブランド。

126 FREE’S MART ㈱サンエー・インターナショナル 婦人衣料
フェミニンでキュートなスタイリングや、ミーハー心をくすぐるトレンド感をトッピングした、ナ
チュラルでエコロジカルなセクシースタイルをGOODプライスで。

127 サマンサモスモス　ケイッティオ ㈱キャン 婦人／子供衣料
ナチュラル感やぬくもりを感じられるような着心地の良い商品を提案する「ＳＭ２」と、カラフ
ルで楽しい商品を提案するキッズブランド「ＬＡＧＯＭ」を取扱う複合ショップ。

128 ロデオクラウンズ　ワイドボール ㈱バロックジャパンリミテッド 婦人／紳士／子供衣料 ○ ○
人気ブランド「ロデオクラウンズ」の世界観をメンズ・レディス・キッズアイテムまで広げて表
現するコンセプトショップ。

129 ディズニーストア ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ キャラクター ○ ○
ファッション雑貨やステーショナリーなど大人の女性の毎日をもっと素敵に演出するディズ
ニーグッズを加えた新しいタイプのディズニーストア
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■タワーヤード（３F）　　８店舗



③　食品・フードコートゾーン（９０店舗）

No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

130 RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINE ㈱HUGE スパニッシュイタリアン
テーマは「ロティサリーチキン」。厳選した国産銘柄鶏をオーダーメイドのロティサリーで
ジューシーに焼き上げます。お馴染みの豊富なタパスや手打ちパスタ、ピッツアのライン
ナップとともに提供。

131 チーズガーデン ㈱庫や チーズケーキ ○
お菓子を通して食の喜びを。日々のくらしをちょっと贅沢にするアイテムを揃え、心豊かな
生活をご提案します。カフェも併設しゆっくりとおくつろぎ頂けます。那須より都内初出店。

132 餅屋　利一 東京バンキッシュ㈱ お団子 ○ ○
昔懐かしいお団子をひとつの商品、ひとつの作業、ひとつのサービスをこころをこめて提
供。

133 東京下町シュークリーム　　スイートオーブン ㈱スイートガーデン シュークリーム ○
ここでしか味わえない出来立てのシュークリームをはじめ、下町をコンセプトにしたこだわり
のスイーツを提供。

134 おいもさんのお店　らぽっぽ 白ハト食品工業㈱ 芋菓子 ナチュラル＆ヘルシーな、みんなが笑顔になる幸せなおいもスイーツを提供。

135 ラ・クレーム ㈱ドンク パンスイーツ ○
丁寧に焼き上げた生地に特製クリームと季節のフルーツを組み合わせた、こだわりのヴィ
エノワズリーショップ。

136 エスプリ・ドゥ・パリ ㈲おかし倶楽部 洋菓子 生産者の方の顔の見える素材にこだわり、安心してお召し上がり頂けるお菓子を提供。

137 東京ラスク ㈱グランバー東京ラスク ラスク サクサクの食感にこだわり、芳醇なバターの風味とバラエティ豊富なラスク専門店。

138 フロ・プレステージュ ㈱フロジャポン 洋菓子 ○
『本場フランスの味をご家庭に』をコンセプトに旬のフルーツと上質な素材で仕上げたお値
打ち感のあるケーキを揃えました。

139 マミーズ・アン・スリール ㈲マミーズ アップルパイ ジューシーな信州りんごを使った、甘さ控えめ、優しい味の手作りアップルパイを提供。

140 やなかしっぽや ㈲エフアンドディ 焼ドーナツ ○
猫のしっぽに見立てたにゃんこのしっぽ(焼ドーナッツ）・肉球型の人形焼き・下町にゃんこ
の豆菓子を提供。

141 富士見堂 ㈲富士見堂 せんべい／あられ 東京発信。素材で味わう、生地作りからこだわる下町葛飾のせんべい店。

142 モロゾフ モロゾフ㈱ 洋菓子 ○ 定番デザート、オリジナルの商品などバラエティ豊かに商品をラインナップ。

143 銀座文明堂 文明堂製菓㈱ カステラ ○ 手作りの技、職人の技、職人が作り上げる、カステラを中心とした和と洋のお菓子を提供。

144 岡埜栄泉総本家 ㈱岡埜栄泉 大福／どら焼き ○ ○
上野名物「豆大福」のほか、こだわりの材料と製法を１４０年守り続ける和菓子作りを提
供。

145 京はやしや ㈱京はやしや 抹茶菓子 ○
1753年創業。京都の老舗茶舗「京はやしや」が、抹茶菓子で新しい時代にふさわしいお茶
の愉しみ方を提案。

146 東京凮月堂 ㈱東京凮月堂 洋菓子 昔から変わらぬ美味しさを守り続けている伝統の銘菓ゴーフルなどを取り揃え。

147 ジョンカナヤ ㈱庫や チョコレート菓子 ○
　伝説のレストランのスイーツな物語。かつて西麻布にあった伝説のレストラン「ジョンカナ
ヤ」が、ショコラトリーとして甦る。素材にこだわった、ジョンカナヤオリジナルの珠玉のショ
コラをどうぞご堪能ください。

148 212キッチンストア ㈱アスプルンド キッチン雑貨 ○ ”毎日のお料理を楽しく！”をテーマに世界各国からキッチングッズをセレクトして展開。

149 カルディコーヒーファーム ㈱キャメル珈琲 コーヒー豆／輸入食品 ○
オリジナルコーヒー豆30種をはじめ、世界各国の珍しい食材やお菓子、ワインが所狭しと
並んでいます。

150 銀座のジンジャー ㈱ぶどうの木 ジンジャー／洋菓子 ○ ○
ジンジャー（生姜）のおいしさと、身体へのやさしさを体感していただくショップ。ジンジャー
ドリンクのほか、ジンジャーソフト、生姜を使ったお菓子を用意。

151 ちいさなバームツリー ～ねんりん家より～ ㈱グレープストーン バームクーヘン ○
バームクーヘン専門店ねんりん家が4年の歳月をかけた、ツリーの姿のリトルバームクー
ヘン。贅沢にまるごと一本おひとり用。

152 旬風　一期一会 ㈱エフ・エフ・エス 洋菓子
四季を大切にその時にしかないもの。「一期一会」の精神を取り入れ、「和」を感じ「洋」を
味わうスイーツを提供。

153 ブールミッシュ・コムニュアージュ ㈱ブールミッシュ 洋菓子 ○ 銀座に店舗を構えるフランス菓子の草分け的存在。「雲」をテーマとした展開をします。

154 フェーヴ ㈱ノア企画 豆菓子 ○
パティシエ辻口博啓の発想と想いを実らせた、栄養豊富な天然のサプリメントとなる豆を使
用した、新しい豆スイーツのブランド。

155 千住宿　喜田家 ㈲喜田家 和菓子 1955年足立区創業。定番商品のどら焼きや季節のお菓子を取り揃え。

156 船橋屋 ㈱船橋屋 くず餅
江戸文化二年の創業、くず餅ひと筋207年。江戸より愛されてきた「元祖くず餅」の船橋
屋。

157 日本橋錦豊琳 ㈱丸井スズキ かりんとう
江戸の中心日本橋という場所から、かりんとうをはじめ、なじみのある懐かしいお菓子をモ
ダンに発信するブランド。

158 eponge ＳＥＮＢＡ　Ｆｏｏｄｓ㈱ 焼菓子 ○
フランス語でスポンジを意味する「eponge」、ふわふわした生地の食感を主力としたスポン
ジ・焼き菓子の専門店。

159 パティスリー　ブラザーズ ㈱MKSコーポレーション 洋菓子 ○
3人兄弟がオーナーの洋菓子店。キューブシューをはじめとする「おどろ菓子」をコンセプト
に限定商品新登場！

■タワーヤード（２F）　　３０店舗



No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

160 ポンパドウル ㈱東京ポンパドウル インストアベーカリー ○ 1969年横浜元町に創業、仕込みから焼き上がりまで店内で行う手づくりベーカリー。

161 フォンハイム ㈱セントラルフーズ 洋惣菜 ハム・ソーセージを中心とした加工肉にひと手間加えたお惣菜を提供。

162 とんかつ　まい泉 井筒まい泉㈱ とんかつ
選りすぐりの上質な豚肉を使い、調理法から揚げ油・パン粉・ソースまでこだわったとんか
つ専門店。

163 ＰＡＯＰＡＯ 明治屋産業㈱ 点心 新鮮な国産野菜と、ブランド豚を使用し、店内厨房で手作りした出来立ての点心専門店。

164 柿安 ㈱柿安本店 牛めし／メンチカツ ○
牛肉のすべてを知り尽くした老舗「柿安」だからこそできる牛肉弁当の専門店。最高品質
の味わいをお届けします。

165 二木の菓子 ㈱二木 菓子
甘い物が貴重だった頃、日常になった今日まで時代は変わっても変えられないお菓子を暮
らしを楽しむ提案として提供。

166 三崎豊魚 ㈱鈴木水産 海鮮丼／寿司
三浦三崎港から直送のマグロをはじめ、新鮮な魚貝を使った海鮮丼、各種寿司をイートー
インにて提供。

167 比沙家 ㈱比沙家 京やきぐり 天然・無添加・新食感の、ほっくりとした美味しいやきぐり。

168 錦糸町 魚寅 ㈱鈴木水産 マグロ／タコ ○
三浦三崎港から直送の新鮮なマグロ、錦糸町魚寅名物の「タコブツ」、「玉子焼き」他、魚
介類加工品を提供。

169 鳥麻 ㈱アサヒブロイラー 焼鳥
お客様の目の前で焼きあげる本格的炭火焼鳥とカジュアルですぐに美味しく食べられる鶏
惣菜・お弁当を販売。秋田の比内地鶏をはじめ、こだわりの食材を使用。

170 おこわ米八 ㈱米八東日本 おこわ 選ばれた素材と精錬の技、そこに最高の調味料「米八の心」を加えたおこわを提供。

171 懐石料理　青山 ㈱青山 和惣菜
懐石料理の伝統と技。旬の食材を活かし季節を感じる味と彩り、盛り付けにもこだわった
お弁当やお惣菜を提供。

172 天ぷら　丸中 ㈲丸 天ぷら／天丼 明治３８年創業、伝統の味を受け継いだ天ぷら専門店。

173 浪花　古市庵/おむすび百撰 ㈱古市庵 寿司／おむすび 伝統の味を守りながらも新しい季節の彩りを添えた個性豊かな寿司・おむすびを提供。

174 ねり伝 ㈱かね貞 練り惣菜 お魚のすり身を使用したヘルシーなお惣菜「Nelicatessen」(ネリカテッセン)を提案。

175 魚恵 ㈱ホウスイ 魚惣菜
安全な海の恵みをお届けし、新しい東京の下町の豊かで健康的な食生活を魚惣菜で応
援。

176 宇豆基野 ㈱八十嶋 和惣菜／湯波 ○
日本料理の伝統と現代を融合させた新感覚の和惣菜を提供。くみ上げ湯波の実演もあり
ます。

177 フロ・プレステージュ ㈱フロジャポン 洋惣菜
旬の野菜で作った季節のサラダやFLOならではのキッシュやオリーブの品揃え。店内厨房
で焼き上げたフランス惣菜もご用意致しております。

178 ドミニク・サブロン マキシム・ド・パリ㈱ パン ○
パリで最も注目されているブーランジェの一人 “ドミニク・サブロン”氏が手がける、本場フ
ランスの味を伝えるブーランジェリー。

179 ＲＦ1/神戸コロッケ/ベジテリア ㈱ロック・フィールド 洋総菜／コロッケ／ジュース 健康と安全にこだわったSOZAI（そうざい）、コロッケ、野菜ジュースを提供。

180 ＥＡＴＡＬＹ Ｅａｔａｌｙ　Ｊａｐａｎ㈱ イタリア食材
トリノに本店を持つ高品質なイタリア食材の専門店が生ハム・チーズ・自家製ジェラートな
ど本物のイタリア食品を提供。

181 アマラデリ ㈱エスニック　ダイニング インド惣菜 ○
1958年インド・カルカタで創業。20種類以上のスパイスを使用したヘルシーなカレーや香り
豊かなタンドリーチキン、ナンなど本格インド料理をリーズナブルな価格でお手軽に。

182 韓美膳DELI 東亜トレーディング㈱ 韓国惣菜
手作りにこだわったキムチ・ナムルを始め、人気の韓国惣菜を使用した韓国風お弁当を取
り揃え。

183 桂林　常菜房 ㈱横浜桂林 中華総菜
四季の変化を中華惣菜に取り入れ、季節毎に新しい味、バラエティー豊かなメニューを提
供。

184 崎陽軒 ㈱崎陽軒 シウマイ／弁当 横浜名物のシウマイ、お弁当、点心などを販売。

185 茶 丸山園 ㈱丸山園本店 茶／海苔 有名茶産地のお茶を、取り揃えた日本茶専門店。

186 亀戸　升本 ㈱升本フーズ 弁当
亀戸大根料理の老舗「亀戸升本」の弁当処。保存料、合成着色料を使わない職人手づくり
のお弁当をご提供。

187 海老屋總本舗 ㈱海老屋総本舗 佃煮 明治二年（１８６９年）の創業以来、変わらぬ手法で作られる江戸前佃煮の老舗。

188 神田明神下　みやび ㈱雅 弁当／ちらし寿司 贈って喜ばれる、もらって嬉しい、彩り豊かで華やかな江戸風味弁当のお店。

189 浅草今半 ㈱今半 牛肉佃煮／弁当 ○
明治２８年創業の老舗店、江戸の味として親しまれる「すき焼き」を「家で楽しみたい！」と
いう声より試行錯誤を重ねた「牛肉佃煮」を提供。

190 日本一 ㈱日本一 鰻
厳選した新鮮素材と秘伝のタレを使い、伝統の味を受け継いだ鰻蒲焼・うなぎ関連商品を
ご提供 。

191 錦糸町 魚寅鮨 ㈱鈴木水産 寿司／海鮮丼 ○ 三浦三崎港から直送の新鮮な魚貝を扱った握り寿司、海鮮丼を販売。

192 百年、つけもの一心　まるこし ㈱丸越 漬物／味噌
白菜漬、たくあん漬を多種に取り揃えたおつけもの専門店日本美事御漬物「まるこし」634
㍉長「守口大金天寿武蔵杖」、金銀縁起「百菜漬」なども提供。

193 鶏めし　たごさく 山和食品㈱ 鶏めし ○
国産「阿波尾鶏」と宮内庁御用達「関ヶ原たまり醤油」を使用した黒鶏めし、創業明治６年
「正田醤油」を使用した白鶏めしの２種の特製鶏めし専門店。

194 大川水産 大川水産㈱ 塩干 大いなる海と先達の知恵が作りあげた塩干物を販売。

195 魚力 ㈱魚力 鮮魚／寿司
鮮魚専門店として鮮度・価格・味にこだわり続け、築地市場で買付けた新鮮な魚とネタにこ
だわったテイクアウト寿司を提供。

196 おおのや ㈱アドベントカンパニー 湘南・鎌倉やさい ○ 鎌倉・湘南野菜やお野菜に合った加工品、漬物を販売。

197 林フルーツ 林物産㈱ フルーツ ○
老舗果実店の新業態店舗。季節の果物やフルーツたっぷりのスイーツ、フレッシュジュー
スがお勧めです。

198 澤光青果 ㈱澤光青果 青果
東洋一の大田市場で目利きの仕入担当者が、当日直接仕入を行い、抜群の鮮度とお買
得価格を実現。

199 北野エース ㈱エース スペシャリティ　フードストア 国内外の楽しい商品を取り揃え、お客様の日常豊かな食生活を応援。

200 ニュー・クイック ㈱ニュー・クイック 精肉 お肉のことなら何でもお任せ！精肉専門店ならではの豊富な商品力が自慢です！

■ウエストヤード（２F）　　４１店舗



No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

201 I.T.'S.インターナショナル　メゾン I.T.'S.インターナショナル㈱ 婦人／子供衣料 ○ ○
「最高の素材で丁寧なものづくり」をコンセプトに、上質なベーシックアイテムを展開するレ
ディス＆キッズファッション＆グッズショップ。

202 ジャンプショップ ベネリック㈱ キャラクター
世界中にファンを持つ「週刊少年ジャンプ」人気連載作品のグッズが揃う集英社オフィシャ
ルショップ。

203 トミカショップ ㈱ユーエース 玩具 ○
「トミカ」の専門店。おもちゃやアパレルや雑貨、お菓子や本などいろんな「トミカ」グッズが
いっぱい！

204 プラレールショップ ㈱ユーエース 玩具 ○
「プラレール」の専門店。おもちゃや子供服や雑貨、お菓子・本などお店の中はぜんぶ「プ
ラレール」！

205 リラックマストア ㈱ユーエース 雑貨 ○
『Ｈａｐｐｙ　ｌｉｆｅ　with　Ｒｉｌａｋｋｕｍａ』（幸せな生活はリラックマと共に）をコンセプトにしたリ
ラックマの専門ショップ

206 東武カードカウンター ㈱東武カードビジネス カードカウンター
東京スカイツリータウンでお得にご利用いただける「東京スカイツリー®東武カードＰＡＳＭ
Ｏ」を受付。

207 東武トラベル 東武トラベル㈱ 旅行代理店
国内・海外の個人旅行からグループ旅行まで豊富な商品の中からお客様のニーズに応え
られる旅行を提供。

208 ママのリフォーム ㈱ツヅキ 洋服リフォーム 洋服のお直し専門店。パンツの裾上げ・ジャケットのネーム入れ、スピード仕上げ。

209 パレットプラザ ㈱プラザクリエイト カメラ／DPE ○ 最高品質の銀塩プリントサービスを中心に多彩なフォトサービスを提供するフォトショップ。

210 ヴィドフランス ㈱ウ゛ィ･ド･フランス ベーカリー 焼きたてパンの香りあふれるベーカリー＆カフェ。

211 宮武讃岐うどん ㈱フォーシーズ 讃岐うどん 本場香川「宮武讃岐製麺所」からうどん生地を直送。讃岐うどん本来のおいしさを提供。

212 築地　銀だこ ㈱ホットランド たこ焼き 外はカリッと中はとろっした、ぜったいうまいたこ焼を提供。

213 広東麺飯房 ㈱南国酒家 中華料理 ○ ○ 昭和36年創業の東京原宿に本店を置く老舗中国料理店のカジュアル業態。

214 IPPUDO　NOODLE　EXPRESS ㈱力の源カンパニー ラーメン ○ ○
「博多一風堂」の次なる“表現（express）”はカジュアルヌードルキッチン。確かな技術と知
識をベースに開発した斬新な商品ラインナップを、気軽にスピーディにお客様にお届けしま
す。

215 東京チャンプ ㈱ピューターズ カレー ○ 恵比寿に本店を構える「焼肉チャンピオン」がプロデュースするカレー専門店。

216 肉そば 業平 ㈱ピューターズ 蕎麦 ○ 名物「肉そば」から定番蕎麦まで、下町業平の味を提供。

217 VIVAけなりぃ ㈱ハートリンクカンパニー 韓国料理 ○
野菜が美味しい銀座韓国料理店【けなりぃ】が生んだ新生ビビンバ専門店。〈串焼きビビン
バ〉は世界初。

218 グリルカキヤス ㈱柿安本店 ハンバーグ／グリル ○ ○
創業から140余年。おいしさへのこだわりが生きる、肉の老舗「柿安」ならではの本格グリ
ル料理をお届けします。

219 ミルク＆パフェ
よつ葉ホワイトコージ よつ葉乳業㈱ デザートカフェ ○
北海道を代表する乳業メーカー、よつ葉乳業の直営店。自慢のソフトクリームやパフェ、ク
レープを楽しめる。

■ウエストヤード（３F）　　１９店舗



④　スーベニア・キャラクターゾーン（４８店舗）

No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

220 東武百貨店 ㈱東武百貨店
洋菓子／ファッション雑貨／
化粧品

○
今ここでしか買えないオリジナル商品など、国内外のブランドや商品を厳選した新しいタイ
プの小型百貨店。

221 鳩居堂 ㈱東京鳩居堂 香／筆／墨／和文具
1663年創業の香と和文具の老舗専門店。日本の伝統文化の良さと四季の移ろいの美しさ
を発信していきます。

222 だがし　夢や ㈱夢や 駄菓子 日本の文化である「駄菓子」を夢や東京ソラマチ店より発信。

223 三菱東京UFJ銀行 ATM 三菱東京UFJ銀行 ATM 三菱東京UFJ銀行のATM。

224 戦国魂　天正記 ㈲ベルウッドクリエイツ 戦国武将グッズ ○
戦国グッズの専門店。今話題の歴史系アイテムが盛りだくさん。店内には武将絵や甲冑
展示も！

225 ムーラ　ヴェール ㈱オーブ アクセサリー／時計／雑貨 ○ ○
オリジナル商品やアーティストによるアクセサリー、一点物のハンドメイドウォッチなど、ここ
にしかないアイテムを展開するファッション＆ライフスタイル雑貨ショップ。

226 ＧＩＡＮＴＳ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＳＴＯＲＥ ㈱読売巨人軍 球団グッズ ○ 読売巨人軍が運営する球団初の直営グッズショップ。

227 ウルトラマンワールドＭ78 ベネリック㈱ キャラクター
基地をイメージした店内にはわくわくする仕掛けがいっぱいのウルトラマン・オフィシャル
ショップ

228 元祖食品サンプル屋 ㈱岩崎 食品サンプル ○
創業８０年の老舗が日本発祥の文化である食品サンプルの“新しい魅力”を発信。実演ラ
イブも実施します。

229 トーキョータイヤキ ㈱エムディファクトリー たい焼き ○
可愛いだけじゃなく、素材の全てにこだわったトーキョータイヤキ。上品な味わいをご賞味く
ださい。

230 ビスコッティ クリケット㈱ アクセサリー／服飾雑貨
自分だけのオリジナルチャームの作成や、熱圧着ワッペンを使ったバッグや小物のカスタ
マイズが可能なカスタマイズチャーム＆バッグと服飾雑貨のお店。

231 遊 中川　日本市 ㈱中川政七商店 和雑貨 ○
日本の古き良き習慣を、今の暮らしにあわせたカタチにして、新しい生活雑貨・インテリア
を提案。

232 塩屋 ㈱パラダイスプラン 塩の専門店 ○ ○
沖縄・日本・世界各国の塩などを、620種類以上扱う塩の専門店。「ソルトソムリエ」が希望
に合った商品を提案。

233 ルートート ギャラリー ㈱スーパープランニング トートバッグ ○
「楽しいお出かけ」がコンセプトの、トートバッグブランドROOTOTEの専門店。「ルーポケッ
ト」がついた機能的なトートバッグをデザイン豊富に展開。東京ソラマチ店限定品あり。

234 豆源 ㈱豆源 豆菓子 慶応元年(1865年)創業以来、豆の持ち味と風味を守る製法で豆菓子の味覚を追求。

235 まかないこすめ ㈱ディーフィット 化粧品／ボディケア用品 ○
東京・神楽坂の和コスメ専門店。自然由来の人気商品や「634m」を色や香りで表現した、
東京ソラマチオリジナル商品を展開。

236 東毛酪農６３℃ ㈱コスモセブン ソフトクリーム ○
搾りたての味に近い63℃30分で低温殺菌され、産地直送された極上のフレッシュミルクを
たっぷりと使用したソフトクリーム専門店。

237 銀座夏野 ㈱ビオネット 和雑貨 職人手作りの1000種類以上の箸と500種類以上の箸置きを取り揃える箸の専門店。

238 towel works it. 村上タオル㈱ 今治タオル専門店 ○ 今治のタオルメーカーが安心安全なimabari towel認定商品を中心に展開。

239 ぽっちり ㈱伊と忠 雑貨 ○ ○
毎日、楽しく使ってもらいたいという思いをこめて…ちょっとこだわりのオリジナルがまぐち
専門店です。

240 ステテコドットコム ソララボ ㈱アズ 和雑貨 ○
ステテコ研究所にある売店をイメージしたセレクトショップ。日本の風土に適した伝統アイ
テム"ステテコ"や日本の暮らしに根差したグッズを集めました。

241 OJICO ㈲チャンネルアッシュ 婦人／紳士／子供衣料
親子お揃いで着られるＴシャツブランド。ストーリーのあるデザインと「made in Japan!」にこ
だわった上質の生地・縫製・プリントが特徴。

242 キャンドルハウス カメヤマ㈱ キャンドル ○ 創業80余年『カメヤマ』の直営キャンドル専門店。

243 まめぐい ㈱かまわぬ 和雑貨 ○
手拭いをハンカチサイズにして使いやすさとかわいらしさを表現した「まめぐい」は、常時
200種類ご用意。お菓子と組合わせた「まめぐいみやげ」は新しい東京土産。

プリーツプリーズイッセイミヤケ ㈱イッセイ ミヤケ 婦人衣料 コンパクトにもなり着心地は抜群。女性のあらゆるシーンをサポートする服です。

バオバオイッセイミヤケ ㈱イッセイ ミヤケ 婦人衣料
シンプルなピースが集まって、思いがけないものになる。フレキシブルで遊び心に溢れたア
クセサリーの世界を展開します。

245 かんざし屋　wargo ㈱和心 かんざし専門店 かんざしをオリジナルデザインで現代に甦らせる、日本唯一のかんざしセレクトショップ。

246 ナノブロックストア ㈱河田 ナノブロック ○ 組立てを体験できるコーナーもあるナノブロックの新たな情報発信源となる直営ショップ。

247 東京下町雑貨　がっちゃら屋 ㈱ノムラデベロップメント 下町雑貨 ○
東京の下町をテーマとした、おもちゃ箱をひっくり返したような東京ソラマチ発のスーベニー
ルショップ。

248 Hello Kitty Japan ㈱サンリオ キャラクター ○
「Hello Kitty Japan オリジナルグッズ」や「ご当地グッズ」がそろうサンリオが手がける本格
的な おみやげ専門店。

249 空の小町 東武商事㈱ 観光土産 ○ ○
話題の東京土産の銘菓やグッズはもちろん、ここでしか買えないオリジナル商品も多数ご
用意しております。

250 オーバーライド ㈱栗原 帽子
Sence of Japanをコンセプトに掲げ、オリジナルブランドを中心とした国内外の帽子を幅広
くラインナップする帽子専門店

251 みずほ銀行 ATM ㈱みずほ銀行 ATM みずほ銀行のＡＴＭ

252 one_off by in Touch グリーンスタンプ㈱
ファッション雑貨／
ライフスタイル雑貨

○ ○
インテリア小物からファッションアクセサリーまで、パーソナルで親密なアイテムとの豊かな
出会いを提案。ここだけのオリジナル商品も展開。

253 ノイエ ㈱レトリック 文具 ○
「人生を共に過ごす愛着の湧く商品」をテーマにデザイン性、機能性の高いステーショナ
リーをセレクト。

254 100%ChocolateCafe. ㈱明治 チョコレートカフェ ○ ○
100％、チョコレートを使ったメニューで、チョコレートの新しい“おいしさ”と“愉しさ”をお届
けするカフェ。物販コーナーも併設。

255 アランジアロンゾ ㈲アランジアロンゾ キャラクター ○ かわいくて、へんてこで、かっこよくて、まぬけで、なごめるキャラクターショップ。

256 nana's green tea ㈱七葉 和カフェ 日本の伝統や食文化を現代人のライフスタイルに合わせた「新しい日本のカタチ」を提案。

257 エトワ ㈱レプハウス 雑貨 ○
Wabisabi / Modern / Exotic　和と洋の交わりから生まれた生活の道具達に光を当てまし
た。

258 とちまるショップ 栃木県 物産・観光案内 ○ 栃木県の特産品や栃木の魅力を伝えるアンテナショップ。

259 MEDICOM TOY ㈱メディコム・トイ キャラクター ○
世界中にファンを持つ「ベアブリック」や、ファブリック雑貨、メディコム・トイならではの様々
なキャラクターフィギュアなど、クールジャパンの逸品を。

■イーストヤード（４F）　　４１店舗
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ソラマチ売店 東武鉄道(株)
東武鉄道㈱が編集・プロデュースする新しい形のおみやげスイーツショップ。日本古来か
らあるおもてなしの心である「手みやげ」。日本のお菓子の繊細さや素晴らしさを、そのお
菓子がもつ「物語」にのせてお届け

　　　　和楽紅屋 (株)ノア企画
「和をもって世界を制す」、素材の持ち味を生かしながら新しいお菓子文化を創造してきた
世界のパティシエ辻口博啓シェフが、和素材を生かしたオリジナルラスクで発信

　　　　伊達などら焼き（仮） (株)菓匠三全
「萩の月」や「ずんだ茶寮」の㈱菓匠三全の新ブランド。江戸で発祥したどら焼きを、モダン
な素材と江戸の粋で伊達に革新させます

　　　　まめや金澤萬久 (株)ぶどうの木
石川県産の素材を生かした豆菓子と地元の伝統工芸、九谷焼の技法を用いた江戸情緒
豊かな表現の融合をお楽しみください

　　　　フェスティバロ (有)フェスティバロ社
唐(外国)から伝来した唐芋が、鹿児島から全国に広がったことから薩摩芋。その起源の鹿
児島から、江戸発信の芋菓子を現代風のスイーツとして表現

　　　　江戸MYスイーツ　竹若（仮）　 (株)竹若
料亭の料理の締めくくりとしてお出しするデザート、その技術や真心の1つ１つがおもてなし
精神の表れ。その精神で、和素材を使った江戸スイーツを表現

No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

261 Tree Village エイベックス・マーケティング㈱
TV関連キャラクターグッズ
／フード

○
TV番組をテーマにしたグッズ・飲食を提供するテレビエンタテインメント オフィシャルスト
ア。

262 NHKキャラクター ショップ ベネリック㈱ キャラクター
全国に視聴者層のある「NHKキャラクター」のグッズや情報がいっぱい！子どもから大人
まで楽しめる店。

263 デニーズSOLAN ㈱セブン&アイ・フードシステムズ ファミリーレストラン ○ ○
レストラン「デニーズ」の姉妹店。おいしさを追求した「黒毛和牛100％」を使ったハンバー
グ、そして人気のドリア、サラダなどを提供。

264 マクドナルド 日本マクドナルドホールディングス㈱ ハンバーガーレストラン
ご注文をいただいてから作り始める『メイド・フォー・ユー』、できたてのおいしさをお楽しみく
ださい。

265 南包子 Ｊ－Ａｓｓｅｔ㈱ 中華点心 ○
中国点心テイクアウト店。良質な素材の肉まんや25cmの棒春巻きは、新しいスタイルのス
トリートフードです。

266 コールド・ストーン・クリーマリー コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン㈱ アイスクリーム
−9度の石の上でアイスクリームとフルーツ等を目の前で混ぜるアメリカ発のエンターテイメ
ント・アイスクリームショップ。

267 ココノハ ㈱ポトマック カフェ／パスタ ○
体にやさしい“和パスタ”や、グラタン、リゾット、米粉や豆乳をつかったスイーツを提供。歩
き疲れたときにホッと一息つけるカフェ。

⑤　企業PRフロア（５店舗）

No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

268 東武グループツーリストプラザ 東武鉄道㈱ 観光サービス ○ 東武鉄道沿線の観光情報のご案内や、乗車券類、東武鉄道グッズを発売。

269
メイキングツアー TREE of DREAMS
東京スカイツリー®のつくりかた

㈱セガトイズ 映像体験アトラクション ○
東京スカイツリー®ができるまでを最新映像技術とライブエンタテインメントでおくる新感覚
体験アトラクション。

270 J:COM Wonder Studio ㈱ジュピターテレコム 展示 ○
日本最大級モニターと先進の映像技術を駆使した、オリジナルイベントを毎日開催。限定
グッズのプレゼントも。

271 国分オフィシャルショップ「問屋国分」 国分㈱ 展示 ○
創業300周年を迎えた食品問屋。国分の歴史と豊かな日本食を「見て、知って、味わって、
持ち帰っていただく」国分のオフィシャルショップ。

272 産業観光プラザ  すみだ  まち処 墨田区 展示 ○
すみだの特色と魅力を発信し、区内各地域の産業・歴史・文化・観光等を体感・体験できる
施設。

⑥　カジュアルダイニングゾーン（２９店舗）

■イーストヤード（６F）　　１９店舗

No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

273 回転寿し トリトン 北一食品㈱ 回転寿司 ○ ○
北海道を代表する回転寿司の有名店。海の幸・旬の素材を一貫一貫真心をこめたお寿司
を提供。

274 うどん本陣　山田家 ㈲山田家 讃岐うどん ○ ○ １日最高約４，０００人が来店する讃岐うどんの老舗が東京初出店。

275 お肉の専門店　スギモト本店 杉本食肉産業㈱ 肉料理 ○
名古屋の老舗「お肉の専門店　スギモト」が東京初のレストラン店舗で松阪牛をはじめとす
るお肉料理をリーズナブルに提供。

276 福太郎 ㈱シリング お好み焼き ○
大阪ミナミの老舗。行列の絶えない大阪名物「お好み焼き」「ねぎ焼き」の有名店が東京に
初出店。

277 洋麺屋五右衛門 日本レストランシステム㈱ スパゲッティー 麺を大きな五右衛門釜でゆであげ、お箸で食べるスパゲッティー専門店。

278 銀座天龍 ㈲天龍 中華料理
行列のできる銀座の中華料理店。毎日職人の手によって作られる名物のジャンボ焼き餃
子は絶品。

279 インド料理　アマラ ㈱エスニックダイニング インド料理 ○
1958年インド・カルカタにて創業。伝統ある本格インド料理をリーズナブルかつスタイリッ
シュに楽しめる。オーダーが入ってから焼き上げるナンやタンドリーチキンも魅力。

280 とんかつ新宿さぼてん ㈱グリーンハウスフーズ とんかつ ○ 「野菜と一緒に！」を提案する創業45年のとんかつ専門店。

281 妻家房 ㈱永明 韓国料理
韓国料理の基本「五味五色」をモダンに調和し、「オモニ（母）秘伝の味」と体に優しい「薬
食同源」メニューを提供。

282 Salon de SWEETS ㈱クリエイト・レストランツ・ホールディングス スイーツビュッフェ ○ 色とりどりの大人かわいい贅沢なスイーツを、思う存分楽しめるスイーツビュッフェ。

283 スターバックスコーヒー　東6F スターバックス コーヒー ジャパン㈱ カフェ ○
アメリカ シアトル生まれのスペシャリティ コーヒーストア。高品質のアラビカ種コーヒー豆か
ら抽出したエスプレッソがベースのバラエティ豊かなエスプレッソドリンクやペストリー、サン
ドイッチをお楽しみいただけます。

284 キッチンジョーズ ㈱アメリカンハウス 洋食 ○ 自家製デミグラスソースをたっぷり使ったオムライスを中心にカジュアルな洋食を提供。

285 Ｖｉｖａ　Ｎａｐｏｌｉ ㈱クリエイト・レストランツ・ホールディングス イタリアン ○ 気軽に楽しめるイタリアンレストラン。ランチはアンティパストをビュッフェスタイルで提供。

286 ひつまぶし名古屋備長 ㈱備長 ひつまぶし
本場名古屋名物「ひつまぶし」の名店。一度に三つの味が楽しめる、蒸さずに直焼きした
香ばしい鰻。

287 牛たん炭焼　利久 ㈱利久 牛たん専門店 ○
長年愛され続ける、牛たん発祥の地・仙台の本場「炭火焼き牛たん専門店」。厳しい目で
選んだ上質の肉を一枚一枚ていねいにスライスし、独自の技で仕込み、伝統の味を守って
おります。

288 うまやの楽屋 JR九州フードサービス㈱ 九州料理ほか ○
「驛」と書いてうまや。訪れる人々があたたかいおいしいおもてなしで楽しく集う、水炊きや
九州料理を中心とした和みの空間です。

289 ぴょんぴょん舎 te-su ㈱中原商店 冷麺専門店 その場で手作りするツルツルの盛岡冷麺の名店。

290 六厘舎　TOKYO ㈱松富士食品 つけめん ○
「超濃厚スープに極太麺のスタイル」で一大ムーブメントを起こしたつけめんの名店が東京
ソラマチに出店

260 スイーツ ○

■ウエストヤード（４F）　　７店舗

■イーストヤード（５F）　　５店舗



291 祇園辻利 ㈱東京都路里 宇治茶、抹茶スイーツ ○
創業萬延元年（１８６０）の宇治茶の老舗が展開するカウンターカフェ。宇治茶や抹茶ソフト
クリームなどの抹茶スイーツ、抹茶菓子を提供。

■イーストヤード（７F）　　１０店舗

No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

292 江戸味楽茶屋　そらまち亭 東武食品サービス㈱ 居酒屋 ○
下町芸能の「寄席芸」と「江戸の味」を楽しめる総合和食のお店。昼は定食・御膳系のお料
理を、夜は居酒屋となります。

293 小松庵総本家 ㈱小松庵総本家 蕎麦
日本を代表するさまざまな産地の蕎麦を、自家製粉し、江戸前の伝統的技術で提供。手
打ち場には5人体制を用意。蕎学舎（プロ養成施設）見学可能。

294 天ぷら　新宿　つな八 ㈱綱八 天ぷら 80有余年受け継がれてきた技で四季折々の味覚を本格的な江戸前天ぷらで提供。

295 洋食屋　銀座グリルカーディナル ㈱カーディナル 洋食 ○
1966年創業の老舗『銀座パブカーディナル』が大好評のデミグラスソースを使用した洋食メ
ニューとグリル料理の専門店を初出店。

296 月島名物もんじゃだるま 合資会社だるま もんじゃ／お好み焼き ○
もんじゃストリートで有名な月島に本店がある、素材とお酒にこだわったもんじゃ焼きの名
店がSC初出店。

297 ＡＺＵＭＡＣＨＯ　ＣＡＦＥ ～トーキョーサイダー倶楽部～ 丸源飲料工業㈱ カフェ ○
東京下町に残る伝統文化・風情を、独特の世界観と共に発信するトーキョーサイダーのコ
ンセプトカフェ。

298 世界のビール博物館 ワールドリカーインポーターズ㈱ ビアレストラン ○ ○
世界中から集めた日本初登場のレアな直輸入樽生ビールと世界の料理が楽しめるビアレ
ストラン。

299 江戸　東京　寿し常 ㈱豊田 寿司 ○
立ち食い処も併設し、国産生まぐろ、活魚、地魚をメインに江戸前寿司をリーズナブルに楽
しめる。

300 鰻　駒形 前川 ㈱駒形前川 鰻料理・日本料理
江戸時代創業、浅草の老舗うなぎ料理店。秘伝のタレを使用し炭火で焼き上げた匠の味
は絶品

301 たまひで　　いちの ㈱玉ひで 鶏料理 ○
創業宝暦10年（1760年）元祖親子丼・軍鶏鍋専門の店として今も続く、人形町「玉ひで」の
姉妹店出店！

⑦　スペシャルダイニングゾーン（１１店舗）

■イーストヤード（３０F）　　５店舗

No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

302 叙々苑 ㈱叙々苑 焼肉 良質吟味、おいしさが最良のサービス。洗練された焼肉をどうぞご堪能ください。

303 ブラッスリーオザミ オザミワールド㈱ フレンチ＆ワイン
最高の食材を使った豪快なフランスビストロ料理。オザミレストランズが提案する本場フラ
ンスのエスプリを店全体で表現しています。4万本におけるストックから厳選されたワインリ
ストも魅力！ここは東京のパリ・・・。

304 BEER＆PUB　SUPER"DRY" アサヒビール㈱ ビアパブ ○ ○
高層階のタワービューをお楽しみいただきながら、地域の皆さま及び観光客の皆さまに、
最高のビールと相性の良いフードメニューを提供。

305 イザーレ シュウ チエロ ㈲スクデット イタリアン ○ 高い技術で素材の良さを引き出した、ジャパニーズイタリアンを提供。

306 食幹 ㈱discovery-tokyo 和食 ○
「楽しい和食」がコンセプト。誰でもどこの国の人とでも楽しめる空間と料理を創り提供して
いる。

■イーストヤード（３１F）　　６店舗

No. 店舗名 会社名 業態 新業態 都内初 SC初
限定
商品

店舗概要

307 蟻月 ㈲蟻月 もつ鍋 東京・大阪・札幌に店舗を構える「博多もつ鍋」「博多水炊き」の名店。

308 摩天楼 ㈱テン・スターズ・ダイニング 鉄板焼 ○
厳選高級食材が鉄板の上で華麗に踊り、夜景と元気なスタッフが店内を彩る天空の鉄板
焼。

309 國見 ㈱八十嶋 日本料理 ○ 日本の伝統料理を提供する北千住の名店。

310 TOP of TREE ㈱ケー・エキスプレス ダイニングバー ○
スカイツリーを望みながら、シャンパンとカジュアルフレンチを楽しめるラウンジバー。アフ
タヌーンティーも楽しめる。

311 LA SORA SEED Food Relation RISTORANTE- ㈱ネヲハル イタリアン ○

山形屈指の自然派イタリアン「アル・ケッチァーノ」の奥田政行氏とap bank/kurkkuの「Food
Relation Network」プロジェクトが実践の場として展開するリストランテ。日本の優れた食材
を生産者の想いと共にひと皿に表現していきます。ランチタイムはビュッフェスタイルで提
供。

312 ブラッスリーシノワ昴 by GINZA  ASTER 銀座アスター食品㈱ 中華料理 ○ 本格中華をタパス風に楽しむカジュアルレストラン。銀座の老舗の新業態。

89 17 23 70合計３１２店舗のうち　新業態８９店舗、都内初１７店舗、ＳＣ初２３店舗、限定商品７０店舗



 

＜別 紙３＞ 

 

東京スカイツリータウンについて 

 

敷 地 面 積：  約３６，９００㎡ 

建物延床面積： 約２３０，０００㎡ 

建 物 規 模： 地上３１階、地下３階 

主 要 用 途： 電波塔、展示場（展望台）、商業施設、水族館、ドームシアター、オフィス、 

地域冷暖房施設、駐車場 

 

 

 

 

 

 


