詳細

アイコンの説明

所在地

電話番号

営業時間

5分 東京スカイツリーからの徒歩時間

定休日

2014年7月現在

※営業時間や定休日などが変更される場合がございます。念のため、各店舗までお問い合わせいただくことをおすすめいたします。

錦糸公園

法恩寺

テルミナ（TERMINA）

東京楽天地
映画とサウナであなたをお出迎え

丸井錦糸町店

おいてけ掘

鼈甲磯貝

墨田区に伝わる伝説
「本所七不思議」のひとつである
「おいてけ堀（錦糸堀）」
今では埋め立てられて
錦糸堀公園となっている

太陽のトマト麺

アトリエ創藝館

墨田区江東橋1-11-8

03-5638-7017
11:00〜26:00（平日）
11:00〜24:00（日・祝）

墨田区横川3-8-2

錦糸町駅前モニュメント

JR錦糸町駅北口

おしなりくんの家

2分

墨田区業平2-15-5

猿江恩賜公園

墨田区横網1-3-28

業平キムラヤ

墨田区向島2

亀戸餃子
店内の注文は2皿から。 キャベツやタマ
ネギといった野菜が多くヘルシーな味わい
なので、女性にも優しい餃子

03-3681-8854
11:00〜18:30 ※餃子がなくなり次第終了

みりん堂

3分

丹念に焼き上げた
四角いお煎餅におしなりくんが！

そば遊膳いちりきや
スタイリッシュな そばタワー
『スカイツリーそば』

03-3622-2359
11:00〜21:00（15:00〜17:00休憩）

月曜日

木曜日

さくらCafe向島

隅田公園
桜の季節になると多くの人で賑わう桜の名所
東京スカイツリーと桜のベストショットを
撮影するならココ！

墨田区業平1-17-5

03-6658-8435
10:00〜20:00(L.O.19:30)

墨田区向島1-2-5

水
（祝日の場合は翌日が休み）

墨田区押上1-1-2

0570-550-102
10:00〜21:00（レストランフロアは23:00まで）
不定休

青木ホルモン

03-5608-6951（墨田区文化観光協会）

乳糖製菓

磯貝ベッ甲専門店

下町バームクーヘンは、愛されて40年。店頭
でのみ購入することができる「わけありバーム
クーヘン」や「端っこバームクーヘン」は大人気
墨田区太平3-3-11

03-3622-6732
9:00〜18:00

日・祝日 土
（不定休）

昭和14年に創業し、親子3代にわたって
べっ甲細工を作り続けている老舗
べっ甲を使ったモノづくりの体験も可能
墨田区横網2-5-5

03-3625-5875
10:00〜18:30

土・日・祝日
（不定休）

撮影広場

03-3682-3090

12:00〜21:30(L.O)

月
（祝日の場合は翌火曜休）

東京スカイツリーの写真が安全に
撮れる撮影広場。すぐ横には東武の
線路があり、特急スペーシアとの
コラボ写真が撮影できる

墨田区押上駅付近

5分

墨田区押上1-20-8

03-3624-6441
7:00〜20:00

東京スカイツリーの目の前にある、和みの和カフェ
名物「スカイツリーパフェ」はお友達どうしでどうぞ

東京スカイツリーと同時にオープンし、
プラネタリウム
や水族館などが入った商業施設。
グルメやファッション
などのお店もあり、
多くの人で賑う人気スポット

下町の雰囲気を味わいながら極上のホルモン
が味わえる。口の中に入れれば、ふわぁ〜っと
した食感と旨味が楽しめる
江東区亀戸5-3-10
月〜金 17:00〜22:30 (L.O)
土 12:00〜22:30 (L.O) 日・祝

2分

墨田区業平1-10-4

東京ソラマチ

墨田区業平2-13-13

（墨田区文化観光協会）

東京スカイツリーメニュー
『タワーデニッシュ』
ニッシュ
タワーデ

台東区浅草1-3-1
03-3842-0181（浅草寺）

不定期

押上天祖神社

墨田区文花2-5

03-5608-6951

03-3631-9732

雷門

墨田区業平1-13-7

おしなり商店街のある押上・業平橋地区
の村社として地域に人々の崇敬を集める
神社。狛犬と東京スカイツリーのコラボ
写真がオススメ

香梅園
香取神社境内にある、
選りすぐりの85種、
120本の梅が植えられている。梅の花だけ
ではなく香りも楽しめる名所

江東区住吉二丁目、毛利二丁目

03-3623-5111

03-3621-2151
9:00〜19:00

水曜日

隅田川 桜橋

無休

すみだもの処
すみだブランド認証商品など
区内産品の展示即売

03-6796-6341
10:00〜18:00

火曜日

墨田区横網2-3-25

かつて幕府の材木蔵として造られた
猿江材木場の跡地を公園として整備
野球場、
テニスコート、遊具などの施
設が充実した大きな公園

浅草のシンボル。
雷門から浅草寺を結ぶ「仲見世通り」には
おみやげ屋さんがいっぱい！

無休

2分

震災と戦災のメモリアルパーク。
子供たちが遊べる遊具などもあり、
気軽に楽しめる公園

03-3622-1208

台東区浅草1-24-7 1F

墨田区業平2-15-6

江東区亀戸5-3-4

横網町公園

清澄通りから横十間川まで
まっすぐに伸びる道路
街歩き「北斎ギャラリー」
という名前で、通り沿いには
北斎の作品103点が
お楽しみいただけます

大相撲の聖地。年3回（1・5・9月）
大相撲の本場所が開催
館内には相撲博物館
もある

墨田区両国3-13-9

03-3845-3433
10:00〜22:00 ※売切れ次第終了

03-6751-9811
10:30〜17:00

台東区と墨田区にある隅田公園
をつなぐ橋。隅田川唯一の歩行者
専用橋で、上から見るとXの形に
なっている人気の橋

北斎通り

両国本店

両国国技館

独自の製法でカラッと香ばしい
からあげ専門店

墨田区両国4-25-3

おしなりくんに会えるかも！
おしなりくんグッズ・お土産販売

吉良邸跡
「本所松坂町公園」
となっている
吉良上野介義央の屋敷跡
赤穂浪士が吉良の首を洗った
という首洗いの井戸がある

からあげ縁-YUKARI-

勝海舟生誕の地

墨田区東駒形4-15-14

03-3624-3404

無休
（1/1〜1/3を除く）

墨田区業平4

江戸城無血開城、咸臨丸による
米国訪問で著名な維新の英傑、
勝海舟が文政6年
（1823年）
に
生まれた地

本所七不思議（壁画）
大横川親水公園にある
「本所七不思議」の壁画で、
墨田区に江戸から伝わる
奇談・怪談を知ろう！

火曜日

墨田区亀沢2-15-10

西十間橋
東京スカイツリーの近くを
流れる北十間川にかかる橋
北十間川の水面に映る逆さ
ツリーが楽しめるスポット

墨田区亀沢4-8-5

03-3624-9733
9:00〜19:00

日曜日

03-3681-0010

03-5610-5331
11:30〜22:30

北斎通り沿いにある創業100年になる
老舗のあられ屋さん

03-3622-2381
11:00〜19:00

無休

が
「ヘ音記号」ーフ
モチ

東あられ本舗

江東区亀戸3-6-1

日･祭日

北斎茶房

無休

江戸ならではの文化、提灯作りを体験！
※要事前予約

トマトの旨みたっぷりのラーメンが
味わえます

墨田区太平2-10-9

北斎通り沿いの
ゆっくりくつろげる
「和」
カフェ

03-3625-3933
10:00〜19:00

水曜日

亀戸天神社
天 満 大 神（ 菅 原 道 眞 公 ）、天 菩日命
（菅家の祖神）
をお祀りし、
一般には広く
「亀戸の天神さま」
「亀戸天満宮」と
呼ばれ親しまれている

03-3623-4148
10:00〜18:00

錦糸町店

墨田区錦糸1-8-2

03-5628-1244
10:00〜18:00

墨田区江東橋4-17-1 錦糸堀公園内

墨田区江東橋2-15-4

関東進出時の1号店
「白たいやき」屋さん

江東区亀戸3-3-6

すみだ江戸切子館

※予約専用
10:00〜翌0:00
無休

尾長屋

亀戸天神鳥居前店

東京の伝統工芸品「べっ甲」工房・販売

03-3631-8375

伝統工芸江戸切子
体験工房ショップ

03-3634-9991

無休

墨田区江東橋3-6-5

―

ゲウチャイ

03-3634-5599
9:00〜20:00

レストランフロア 11:00〜23:00
※（一部22:30まで営業）

03-3625-3085
10:00〜21:00

10:00〜21:00
11:00〜22:30

本格的なタイ料理が
楽しめるお店

墨田区江東橋3-8-11

03-3635-0101
11:00〜20:30

フロアにより異なります
無休

音楽都市すみだを象徴する
へ音記号がモチーフの作品

人形焼「山田家」

墨田区江東橋3-9-10

墨田区江東橋4-27-14

―

「本所七不思議」の人形焼が
味わえる錦糸町名物

最 新ファッションのショッピングや
レストラン、ファッション雑貨・インテ
リアまで

03-3631-3122

ショッピングフロア
レストランフロア

昭和15年、坂東三十三観世音十六番
札所水澤観世音（群馬県伊香保市）
の別院として建立。千手観世音菩薩
をお祀りし、錦糸町の観音様として
親しまれている

墨田区太平4-1-2

03-3829-5656

10:00〜21:00
11:00〜22:00
無休（元日除く）

03-3622-8267

ショップ、
シネマ、
グルメが
楽しめるショッピングモール

墨田区錦糸2-2-1

墨田区江東橋3-14-5

03-3633-1111

江東寺

オリナス

JR錦糸町駅北口に隣接する
ショッピングモール

ショッピングフロア
レストランフロア

墨田区太平1-26-16
墨田区錦糸4-15-1

アルカキット

JR錦糸町駅直結の駅ビル

長禄元年（1457年）江戸平河に
法住院という名前で、室町時代の
武将、太田道灌公によって創建
された由緒あるお寺

ロッテシティホテル錦糸町から歩いて
すぐの小さな子供から大人までが
楽しめる多目的運動公園。
春は「桜まつり」、
秋には「すみだまつり」が開催

墨田区錦糸4-6-1
JR錦糸町駅前・地下鉄錦糸町駅5番出口直結
ご予約専用

ご予約以外のお問合せは

0120- 610- 555 03- 5619- 1066

