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５月９日アイスクリームの日より、東京ソラマチ®を中心に出店する
１８店舗がＮｏ．１アイスクリーム店を決める選挙を実施
１位に選ばれた店舗では選挙公約を実現！

®

「東京ソラマチ

アイスクリーム総選挙」

期間：２０１７年５月９日（火）～５月２１日（日）
東京スカイツリータウン®では、２０１７年５月９日（火）から５月２１日（日）の期間、東京ソラマチを
中心に出店している１８店舗が選挙公約を掲げて人気Ｎｏ．１のアイスクリーム店を決める「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、日本アイスクリーム協会が「アイスクリームの日」として制定した５月９日（火）から
東京スカイツリータウン開業５周年の前日５月２１日（日）まで、東京ソラマチやすみだ水族館、また
今年初参戦となる東京スカイツリー天望デッキ
Ｚ

フロア３５０にあるＳＫＹＴＲＥＥ

ＣＡＦＥや、

クロッカンシュー ザクザクなど、アイスクリームを取り扱う各店自慢の美味しいアイスクリームを

楽しんでいただくことを目的に実施します。
昨年に続き２回目の開催となる今年は、初の試みとして、参加する各店舗ごとにアイスクリームの半額

サービスやサイズアップなど、お得な選挙公約を掲げます。お客さまの投票によって見事１位を獲得した
店舗は、５月２９日（月）から６月４日（日）まで掲げた選挙公約を実現します。

メインビジュアル

【―般の方のお問い合わせ】
東京ソラマチコールセンター
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参加店舗の選挙公約とおすすめアイスクリーム
ミルク＆パフェ よつ葉ホワイトコージ

祇園辻利

（ウエストヤード３階）

２０１６年
総選挙
１位店舗

公約

１位になったら・・・

人気Ｎｏ．１のソラマチ店限定
「よつ葉の白いパフェ」を
半額にします！

（イーストヤード６階）

２０１６年
総選挙
入賞店舗

ソラマチ
限定

ソラマチ
限定

チーズガーデン

星型のワッフルボウルに、
濃厚な抹茶ソフトクリーム、
白玉、あずきをトッピング。

茶 丸山園
（タワーヤード２階）

公約

（ウエストヤード２階）

公約

１位になったら・・・

アイスクリーム商品を
購入されたお客さまにフライド
ポテト（チーズソース）Ｓサイズを
プレゼントします！ ※お１人様１点まで

御用邸パフェ

ソラマチ
限定

宇治抹茶ソフトクリーム
３５０円
ソラマチ
限定

宇治抹茶を使用し、濃厚な
抹茶の風味を楽しめる甘さ
控えめなソフトクリームです。

東毛酪農６３℃

～トーキョーサイダー倶楽部～
（イーストヤード７階）

公約

１位になったら・・・

トーキョーソフト、スカイフロート、
トーキョーサンデーを
全品半額にします！

１位になったら・・・

抹茶の新作ソフトクリーム
４５０円を半額にします！

５８０円

チーズガーデン一番人気の
御用邸チーズケーキとバニラ
ソフトが相性抜群のパフェ
です。

ＡＺＵＭＡＣＨＯ ＣＡＦＥ

１位になったら・・・

つじりツリーソフト抹茶
６７０円

よつ葉の白いパフェ ６３０円
よつ葉の牛乳で作ったミルク
プリンと、よつ葉ソフト
クリーム、生クリームを使用
しました。※各日１００食限定

公約

アイスクリームを購入された
お客さまにアイスを溶かしながら
すくえるスプーンをプレゼント
します！ ※なくなり次第終了

（イーストヤード４階）

２０１６年
総選挙
入賞店舗

公約

１位になったら・・・

ソフトクリーム全品を
１００円ＯＦＦにします！

※各日２０食限定
※他の割引サービスとの併用不可

ソラマチ
限定

スカイサンデー ～パイン＆
ライチ～ ６３４円

牧場ミルク（竹炭ごまコーン）
３８０円

夜空に輝く星をイメージし、
東京スカイツリー ®を焼菓子で
表現したサンデーです。

自慢の６３℃フレッシュミルクを
たっぷりと使用し、自然な
コクと甘さが際立ちます。

ＣＡＭＰＯ ＳＯＬＡＲＥ

銀座のジンジャー

（ウエストヤード２階）

２０１６年
総選挙
入賞店舗

公約

１位になったら・・・

イタリアンジェラートを
半額にします！
※各日２００食限定

イタリアンジェラート
２フレーバーカップ ４５０円
ミルク系ジェラートは飛騨
牛乳を、シャーベット系は
岐阜県郡上市の自然の水を使用。

（タワーヤード２階）

公約

１位になったら・・・

アイスクリームを購入された
お客さまに黄金色の
アイスクリームスプーンを
プレゼントします！ ※なくなり次第終了

金箔クレミア １，０８０円
金箔を豪華に１枚貼りした
クレミアソフトクリームです。
金箔とクレミアがとろける
繊細な食感をお楽しみください。
※価格は全て８％の税込です。
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参加店舗の選挙公約とおすすめアイスクリーム
ＭＡＸ ＢＲＥＮＮＥＲ ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ ＢＡＲ

とちまるショップ

（イーストヤード１階）

公約

１位になったら・・・

期間限定オリジナル
アイスクリーム商品を
半額にします！

フェイバリットチョコレート
ワッフルコーン ５８０円
カラフルなトッピングのワッフル
コーンに入った、チョコレート
ソルトキャラメルのソフト
クリームです。

浅草梅園

（イーストヤード４階）

公約

１位になったら・・・

ジェラート、ソフトクリーム、
スムージー全品を
半額にします！

スカイベリースムージー ５００円
栃木から生まれたイチゴの
新品種スカイベリーを使用
したスムージーです。

Ｚ クロッカンシュー ザクザク
（イーストヤード１階）

公約

１位になったら・・・

どらソフトのソフトクリームを
５５％増量します！

（タワーヤード２階）

公約

１位になったら・・・

ザクザクソフト ミルクを購入された
お客様にザクザクソフト タワーへ
無料でサイズアップします！
※各日先着１００名様

どらソフト（バニラ、抹茶、ごま、
ストロベリー、チョコ、栗） 各４００円
ふっくら焼き上げたどら焼きの
皮で、ソフトクリームを包み
ました。

コールド・ストーン・クリーマリー

ザクザクソフト ミルク ４５０円
濃厚なソフトクリームに
ア ー モ ン ド ク ラ ン チ と
クロッカンをトッピング。ザク
ザクとした新食感を楽しめます。

テレビ局公式ショップ ～ツリービレッジ～

（ウエストヤード４階）

公約

１位になったら・・・

ストロベリーショートケーキ
セレナーデのアイスクリームを
１．５倍、ストロベリーを
２倍にします！

ストロベリーショートケーキ
セレナーデ ５００円～
ショートケーキをアレンジし、
贅沢でミルキーなアイス
クリームに仕上げました。

サマンサタバサ アニバーサリー

（ウエストヤード４階）

公約

マンゴーソフト３７０円を
半額にします！

マンゴーソフト

１位になったら・・・

フローズンヨーグルン
全品を半額にします！

３７０円

芳醇な香りと甘さ、酸味の
絶 妙 な バ ラ ン ス を 保 つ
マンゴーのソフトクリームです。

マリオンクレープ

（イーストヤード１階）

公約

１位になったら・・・

（イーストヤード１階）

公約

１位になったら・・・

アイスクリーム入りクレープ
全品を１００円ＯＦＦにします！
※ソフトクリーム、フロートドリンクは除く
※他の割引サービスとの併用不可

フローズンヨーグルン（プレミアム
リッチ、ダブルベリー） 各３５０円

バナナチョコスペシャル
５２０円

程よい甘さと爽やかな酸味が
特徴のオリジナルヨーグルト
です。

一番人気のバナナ、チョコ、
ホイップクリーム、バニラ
アイスが入ったクレープです。
※価格は全て８％の税込です。

TOKYO SKYTREE TOWN NEWS LETTER

参加店舗の選挙公約とおすすめアイスクリーム
すみだ水族館

ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥ ３５０

（ウエストヤード５階・６階）

公約

（東京スカイツリー天望デッキ

公約

１位になったら・・・

ペンギン和ッフルソフト３種を
半額にします！
さらに、ペンギンクッキーを
ペア（２個）でご提供します！

「東京ソラマチ®
ＳＴＥＰ１

１位になったら・・・

スカイソフトを
半額にします！

スカイソフト

ペンギン和ッフルソフト３種
各５００円
もちもちの白玉に、みたらし、
黒蜜、きなこ、あずき、ペン
ギンのクッキーをトッピング。

フロア３５０）

スカイツリー
限定

４５０円

ＳＫＹＴＲＥＥ ＣＡＦＥで
売上Ｎｏ．１のスイーツ。
北海道産生乳を使用し、最中を
添えたソフトクリームです。

アイスクリーム総選挙」 参加方法とスケジュール

投票の流れ

２０１７年５月９日（火）から５月２１日（日）の間、「東京ソラマチ ®

アイスクリーム総選挙」に

立候補した１８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。選挙公約を実現して

欲しい店舗を決めて、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 、

「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。

ＳＴＥＰ２

結果発表

５月２８日（日）に館内ポスターや東京ソラマチ ® のホームページにて、「東京ソラマチ ®

アイス

クリーム総選挙」の１位に輝いた店舗を発表します。

ＳＴＥＰ３

公約実行

５月２９日（月）から６月４日（日）の期間、１位に輝いた店舗が公約を実現します。

※価格は全て８％の税込です。
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