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２０２１年６月７日

東 武 鉄 道 株 式 会 社
東武タウンソラマチ株式会社

＜NEW SHOP＞ 待望のNY発「Jack’s Wife Freda 」の旗艦店がオープン！

東京ミズマチ開業以降、オープンが待たれていた話題の店舗がついに
登場します。ニューヨークで人気の行列レストラン「Jack’s Wife Freda」
が６月に日本初上陸し、旗艦店が東京ミズマチにオープンします。本場
ではハリウッドセレブも常連のレストランで、ブレックファストからディ
ナーまでお楽しみいただけるスペシャリティレストランです。アボカド
トーストやエッグベネディクトなど見た目もかわいいメニューが揃って
います。
隣接する公園や川のある解放的な環境のもと、テラス席が気持ちいい

東京ミズマチならではの空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただ
けます。

開 店 日 ６月２１日（月）（予定）
時 間 ８：３０～２２：３０

場 所 東京ミズマチ ウエストゾーン W03

定 休 日 不定休

オープン特典 店内で２,０００円以上お食事の方にスイーツを

サービスいたします（数量限定）
※営業時間等、変更になる可能性があります。詳細はＨＰでご確認ください。 △テラス席でフードを楽しめます（イメージ）

東武タウンソラマチ（本社：東京都墨田区）にて運営を

行っている東京ミズマチは、２０２１年６月１８日（金）

に開業１周年を迎えます。多くの方々に支えられて1周年

を迎えることができたという感謝の気持ちを込めて

「東京ミズマチ® 1st Anniversary」を開催します。

期間中は、日本初上陸レストランがオープンするほか、

公園と川が近くにあるロケーションを活かしたイベント、

個性豊かなショップの限定商品・サービスなどをご用意

して、１年分の「ありがとう」をお客さまにお届けいた

します。

新型コロナウイルス感染症の収束が見えない状況が

続いておりますが、お越しいただいたお客さまや地域の

みなさまと共に乗り越えてきたこの１年に深く感謝申し

あげるとともに、変わらずご支持いただける魅力ある

施設となるよう、これからも新しい取り組みを続けて

まいります。

期 間 ２０２１年６月７日（月）～３０日（水)

場 所 東京ミズマチ各店舗、

親水テラス、小梅橋船着場ほか

東京ミズマチ１st Anniversary 概要

ジャックス ワイフ フリーダ

おかげさまで１周年！「ありがとう」の感謝の気持ちを込めて

東京ミズマチ® １ｓｔ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
隅田川クルーズやタイムトライアルマラソンなど 、水辺の街を楽しむイベントを開催！

期 間：２０２１年６月７日（月）～３０日（水）



東京ミズマチ®開業１周年を記念して、公園と川が近くにあるロケーションを活かした屋外で

楽しめるイベントを開催します。

△小梅橋船着場

＜イベント＞ ミズマチエリアで１周年記念イベントを開催！

（１）東京ミズマチ 1周年記念クルーズ

開業１周年を記念して、グルメバーガーが人気の「shake

tree DINER」と隅田川クルージングの「東京ウォータウェイズ」

がコラボレートし、東京ミズマチのロケーションの魅力を

存分に味わえるスペシャルクルーズを開催します。

東京ミズマチイーストゾーンの北十間川沿いに新設された

小梅橋船着場を出発する２つのクルーズをご用意しました。

『隅田川周遊クルーズ』は、楽しい解説を聞きながら“隅田川

にかかる１２の橋”を巡り、shake tree DINER特製サンド

イッチのバウチャーもついてくる大満足のプランです。また、

手軽に体験できる『隅田川ショートコース』もあります。

水辺の施設ならでは楽しみ方が詰まっている期間限定の特

別な体験を、ぜひお楽しみください。

日 時 ６月１２日（土）、１３日（日）
１９日（土）、２０日（日）

１１：００～１７：００まで毎時００分に出発し、
一日７便運航（予定）

所要時間 約２０分間
定 員 一艘につき８～１０名
料 金 ２，０００円（３歳以下無料）
場 所 北十間川小梅橋船着場 発着
内 容 隅田川から東京スカイツリーを望むクルーズ

船内ドリンク
参加方法 ①事前予約：shake tree DINERホームページ

（特設サイト）よりお申込みください。
②当日受付：各便３０分前にshake tree DINER
で受付開始いたします。
※事前予約は前日まで ※雨天決行、荒天中止

１．『隅田川周遊クルーズ』

２．『隅田川ショートクルーズ』

△クルーズ船（イメージ）

△ shake tree DINER特製「チリサンドイッチ」
（イメージ）

△コースマップ
（白線：周遊クルーズ／青線：ショートクルーズ）

※写真はイメージです。全て税込価格です。無くなり次第、販売を終了します。 ©TOKYO-SKYTREETOWN

日 時 ６月２６日（土）、２７日（日）
１１：００～１７：００まで毎時００分に出発し、
一日７便運航（予定）

所要時間 約５０分間
定 員 一艘につき８～１０名
料 金 ３，３００円（３歳以下無料）
場 所 北十間川小梅橋船着場 発着
内 容 隅田川にかかる１２の橋を巡るクルーズ

船内ドリンク
shake tree DINER特製「チリサンドイッチ」バウチャー

参加方法 shake tree DINERホームページ（特設サイト）
よりお申込みください。
※予約受付は前日まで
※「チリサンドウィッチ」バウチャーは７月末まで有効
※雨天決行、荒天中止

https://www.shaketreetokyo.com/shake-tree-diner/1st-anniversary-cruise/
＜shake tree DINER １周年記念クルーズ特設サイト＞



※写真はイメージです。

（２） 東京ミズマチ® 大道芸

（３） LAND_A タイムトライアル大会

東京スカイツリータウン ®でも好評を博して

いる大道芸が、東京ミズマチ１周年を記念して

ミズマチエリアに初登場します。静止した彫像

のように見えるインパクト抜群の「スタ

チュー」をはじめ、様々なストリートパフォー

マンスをお楽しみいただけます。川沿いの歩道

や東京ミズマチ周辺に出没し、お客さまの目を

引きつけること間違いありません。

日 時 ６月１２日（土）、１３日（日）

１９日（土）、２０日（日）

１１：００～１８：００（予定）

場 所 東京ミズマチ ウエストゾーン

イーストゾーン

※詳細は、東京ミズマチＨＰにてお知らせします。

地域のみなさまと交流するイベントやワークショップを多く

企画している人気カフェ「LAND_A」が、スポーツを楽しむ季節

にぴったりのランニングイベントを開催します。

「LAND_A」で受付をし、隅田川護岸の隅田川テラスを桜橋

まで走って折り返すタイムを競う、タイムトライアル式の

ランニングイベントです。お好きな時間に受付をして自分の

タイミングでスタートできます。タグ付きゼッケンでランナー

のタイムを計測し、後日ホームページと店舗にてランキングを

発表。上位１０位の入賞者には、LAND_Aオープン１周年を記念

した特典をご用意しています。隅田川沿いのランニングが日課

の方もそうでない方も、自己ベストタイムを目指してすみだの

街並みを走り抜けてみませんか？
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△左）彫刻のようなパフォーマンスの「スタチュー」
右）川沿いでのパフォーマンス

（イメージ）

日 時 ６月２７日（日） ９：００～１５：００

（１３：００受付終了）

場 所 ＜受 付＞東京ミズマチ ウエストゾーン W01 LAND_A

＜コース＞隅田川テラス(すみだリバーウォーク®付近～桜橋)

定 員 １００名

料 金 ２,０００円

対 象 １３歳以上

参加特典 ペットボトルドリンク１本

また、完走者には「完走証」をお渡しします。

入賞特典 （例）LAND_Aで使えるお得なクーポン

東京ミズマチ各店舗で使えるクーポン

RIBAYON ATTACK料理長 人長良次氏監修料理プレート

参加方法 LAND_Aホームページ（特設サイト）でご確認ください。
※申し込み受け付けは６月２５日（金）１７：００まで

※天候により実施状況が異なります。詳しくはＨＰにてご確認ください。

△ LAND_Aタイムトライアル大会 ロゴ

△タイムトライアル大会（過去の様子）

△

https://land-a.jp/running/
＜LAND_A タイムトライアル大会特設サイト＞

１周１kmの周回コースを５周（５km）するコース



LAND_A（ランド・エー）

＜限定品＞A5ランクの和牛レモン
ステーキを期間限定販売。

＜キャンペーン＞ 個性豊かなショップも限定商品やサービスをご用意！

※写真はイメージです。全て税込価格です。無くなり次第、販売を終了します。

東京ミズマチ®の各店舗では、訪れるみなさまに日頃の感謝の気持ちを込めて、この期間限定の

商品やサービスをご用意してお待ちしています。

ウエストゾーン

KONCENT（コンセント）

＜ノベルティ＞3,000円以上ご購入
でノベルティをプレゼント。
※数量限定

いちや

＜限定品＞いちやほうじ茶フラッペを
期間限定販売。(750円)

DEUS EX MACHINA ASAKUSA
（デウスエクスマキナアサクサ）

＜ノベルティ＞お食事された方
全員にオリジナルキーホルダーを
プレゼント。※数量限定

むうや

＜限定品＞むうクリームあんこと
むうクリームいちごを期間限定
販売。(各300円)

WISE OWL HOSTELS RIVER TOKYO
（ワイズアウルホステルズ リバー
トーキョー）

＜スペシャルプライス＞フレッシュ
フルーツスムージーを全て200円
OFFで提供。
※6月12日(土)～27日(日)

ファミリーマート

＜限定品＞半生菓子や袋貸しを
詰め合わせたお楽しみ袋を数量
限定販売。(700円)※限定30個

SHOP & WORKSHOP すみずみ

＜ノベルティ＞1,000円以上ご購入
でノベルティをプレゼント。
※限定100個

WASH&FOLD
（ウォッシュ＆フォールド）

＜スペシャルプライス＞コインランドリー
最新マシンを全て100円で提供。
※6月18日(金)～20日(日)の3日間限定

shake tree DINER
（シェイクツリーダイナー）

＜限定品＞ステーキ肉だけを使った
Chopped Steak Sandwich を 期 間
限定販売。(1,800円)

LATTEST SPORTS
（ラテストスポーツ）

＜限定品＞色のグラデーションが楽しい
Butterfly pea flower lemonadeを
期間限定販売。(800円)

イーストゾーン

ウエストゾーンと
イーストゾーンの
中間にある源森橋
からは東京スカイ
ツリー®を一望でき
ます。東京ミズマチ、
北十間川、線路
を走る電車を一度
に写真に収める
ことができるベスト
スポットです。夜の
ライティングも
おススメです。
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ベスト
フォトスポット ＜源 森 橋＞



＜周辺スポット＞ すみだリバーウォーク®も開業１周年！

※写真はイメージです。全て税込価格です。無くなり次第、販売を終了します。

浅草から東京ミズマチ®を結ぶ歩道橋「すみだリバーウォーク」も、

２０２１年６月１８日に東京ミズマチとともに開通１周年を迎え

ます。東武スカイツリーラインがすぐ横を通過する迫力と、雄大な

隅田川を見渡せる開放感を味わいながら歩くことができるスポット

です。

１周年を記念して「すみだリバーウォーク® 乗車券付き橋カード

セット」を発売。また、東京ミズマチで５,０００円（税込）以上

お買い上げいただいたお客さまに、橋カードをストックできる

オリジナルカードホルダーを先着１,０００名様にプレゼントします。

＜すみだリバーウォーク® 乗車券付き橋カードセット 概要＞

日 時 ６月１８日（金）～９月１７日（金）

始発時刻より発売開始

場 所 浅草駅、とうきょうスカイツリー駅 、北千住駅、

下今市駅、東武日光駅、鬼怒川温泉駅

販 売 数 ２,０００セット

※売切れ次第終了します。

※お一人様１０セットまでご購入いただけます。

料 金 １セット ５００ 円（税込）

内 容 大人片道普通乗車券付き橋カード３枚セット

内訳：すみだリバーウォーク橋カード２枚

東武鉄道の橋カード１枚

※乗車券有効期間 ６月１８日（金）～１２月１７日（金）までの使用開始日当日限り有効

～オリジナルカードホルダープレゼント！～

東京ミズマチ（一部対象外店舗あり）で ５,０００円以上お買い上げのレシート（税込・合算可）

を引換場所でご提示ください。先着１,０００名様にプレゼントいたします。

引換場所 東武ツーリストインフォメーションセンター浅草

（浅草駅１階正面口）

引換期間 ６月１８日（金）～９月１７日（金） １０：００～１６：００
※在庫がなくなり次第終了。
※引換期間中のお買い上げレシートのみ有効。
※WASH＆FOLD（イーストゾーンE04）は対象外です。

＜すみだリバーウォークに関するお問い合わせ＞
東武鉄道お客さまセンター ＴＥＬ０３－５９６２－０１０２ （営業時間９:００～１８:００）

△左・中央）すみだリバーウォーク橋カード、右）東武鉄道の橋カード

△オリジナルカードホルダー
ビジュアルイメージ

【―般の方のお問い合わせ】

東京ミズマチ各店舗にお問い合わせください。
東京ミズマチ公式ホームページ https://www.tokyo-mizumachi.jp/


