北斎美術館
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CIELO E MARE

09

r

錦 糸 町 駅 前・ソラマ チ 、い いとこどり立 地 。

Macchinesti Coffee

現地に近隣する場所にショッピングモール「オリナス」や

11

広大な「錦糸公園」があるほか、錦糸町駅前の大型商業施設も程近く。

12

Mitsume St

Mikokuyu

さらに周辺に点在するグルメやカフェなど多彩なジャンルの

東京スカイツリー・ソラマチも徒歩圏で、
現地を起点に休日の楽しみがさらに広がります。

10

Asakusa St

Keiyo road

個性的なショップを自在に利用できます。

Hokusai-Sabo

08

Kuramae St

Sasaya Cafe

Arcakit
07

04

Marui
05

14

Atelier Cilica 18

15
16

Tommy

Tokyo Sky Tree
Tokyo Solamachi
Sumida Aquarium

KINSHICHO

15分/約1,150m

東京のランドマーク・名所として高さ634mもの規模を誇る世界一高いタワー。多彩な
店舗による「東京ソラマチ」やプラネタリウム、水族館などとともに複合施設「東京

OSHIAGE
06

14 東京スカイツリー

スカイツリータウン」として連日多くの人で賑わいをみせています。
営業時間：8:00〜22:00（展望台）※年末年始などの特別営業を除く

Sumida-Edokiriko

15 東京ソラマチ

OPENRESIDENCIA KINSHICHO

15分/約1,150m
高さ634mの世界一高いタワー「東京スカイ
ツリー」に併設するショッピングモール。

01 錦糸公園

現地から徒歩3分、まるで庭感覚の近さに位置する錦糸公園。春には花見も楽しめる
大人にも子どもにも人気の公園です。1周約800mのランニングコースやテニスコート、
野球場、体育館なども併設されており、休日のリフレッシュにおすすめです。

300以上もの多彩な店舗が揃い、買い物

Yotsume St

3分/約220m

17

13

Kinshicho
PARCO

01

営業時間：10:00〜21:00
※店舗やフロア等により異なります。
定休日：不定休

Cafe COCONA

03

T-WALL

スポットとしても人気を集めています。

KinshiPark

02

16 すみだ水族館

olinas

15分/約1,150m
東京スカイツリータウンにある完全人工
海水の都市型水族館。一番の見所である
国内最大級の屋内開放のプール型水槽
では、たくさんのペンギンたちやオットセイ
を間近に観察できます。

Oshiage-Nyanko
Oshiage-Bunko 20

営業時間：9：00〜21：00※季節による変動あり
定休日：不定休

17 CAFE COCONA

10分/約760m
東京スカイツリーのお膝元で、温かい

N

19

手 作りデリと焼きた ての 手ごね パンを

Spice-Cafe

提供。カフェスペースもありお気に入り
席でランチやカフェを楽しんでいただけ
ます。
営業時間：平日11：00〜21：30 土日祝8：30〜18：00
定休日：月曜日

02 オリナス錦糸町

2分/約160m

05 丸井錦糸町店

08 ササヤカフェ

10分/約800m

11 マキネスティコーヒー

17分/約1,320m

18 アトリエシリカ

14分/約1,120m

2018年秋にリニューアルを迎えた「オリナス

JR「錦糸町」駅南口エリアのシンボル的

大横川親水公園に面したオーガニックの

家庭用と業務用のエスプレッソマシンを

墨田区出身の陶芸家栗原靖彦氏が

錦糸町」。専門店を集積した「olinas

な商業施設のひとつ「丸井錦糸町店」。

穴場カフェ。隣接するスペースでオーガ

輸入販売しているコーヒー専門の会社が

スカイツリーの麓に拠点を構える陶芸

モール」と大型店を収容する「olinas

ファッション系のラインアップが多彩。地下

ニック野 菜 の 販 売 や 伝 統 芸 能 の 体 験

運営する、こだわりのカフェ。生豆も独自

教 室＆ 手 作り陶 器 の 販 売 ショップ 。

コア」、シネマコンプレックスで構成された

1階は生鮮食品が充実。最上階の8階に

なども行なっている温かい雰囲気のお店

で 輸 入して焙 煎しているの で 、まさに

初心者でも安心な一日陶芸体験もでき、

複合商業施設です。

はフットサルコートが設置されています。

です。

コーヒーのプロの味が堪能できます。

女性からも人気を集めています。

営業時間：ショッピング10：00〜21：00他
※店舗やフロア等により異なります。

営業時間：10：30〜20：00
※店舗やフロア等により異なります。

営業時間：8:30〜18：00
定休日：不定休

営業時間：10：00〜21：00
定休日：無休

営業時間・定休日：店舗へご確認ください。

03 錦糸町PARCO

8分/約640m

06 すみだ江戸切子館

2分/約100m

09 チエロ エ マーレ

14分/約1,100m

12 御谷湯

12分/約950m

19 スパイスカフェ

約1.5㎞

コーヒーのような黒湯は43〜46度の高温

住 宅 街 の 一 角 にひ っそりとた た ず む

日本の伝統工芸である江戸切子硝子の

パスタやピッツァが 自 慢 の カジュアル

パルコ」。約100以上の店舗数で、
「無印

専門店。墨田区認定の工房ショップと

イタリアンカフェ。旬の食材を活かした

浴槽と40度前後の中温浴槽と25度ほどの

インド料理店で、数多くのリピーターが

良品」の大型店をはじめとした物販店や

して、切子作家の逸品から日常お使いいた

本格イタリアンに加え、コーヒーやデザート

低温浴槽に分かれていて、交互に入ると

通い詰める大人気店です。世界中を旅した

飲食店のほか、美容関連も充実。病院や

だける器やギフト品など、他では見られ

も気軽に楽しめます。

効果的。一番人気の中温浴槽は広めなの

料理人の店主・伊藤一城氏が手がける

郵便局等、生活に関するサービスも提供。

ない「技」の品を展示販売しています。

スパイス料理が楽しめます。

営業時間：10:00〜21:00
※一部対象外店舗あり。

営業時間：10：00〜18：00
定休日：日曜・祝日および夏季・年末年始

営業時間：11:30〜14:00
定休日：日曜・月曜日

で、ここでまったりするのもお勧めです。
営業時間：15：30〜翌2：00
定休日：月曜日
（祝日の場合翌日）

営業時間：ランチ11:30〜15:00 ディナー18:00〜23:00
※ディナーは予約制ディナーコースのみ
定休日：月・火曜日

2019年3月に開業した商業施設「錦糸町

04 アルカキット錦糸町

10分/約760m

5分/約400m
JR「錦糸町」駅北口に隣接する「アルカ

07 トミィ

4分/約310m

10 北斎茶房

17:30〜20:00

11分/約850m

13 T-WALL 錦糸町店

15分/約1,200m

20 押上猫庫・押上文庫

約1.7㎞

昔からある「ホットケーキ」の名店カフェ。

古民家カフェとしても人気の高い、錦糸町

高さ１２ｍの広々とした空間でロープを

お 昼の 時 間 帯 は 、美 味しい 珈 琲 が 味わえる

キット錦糸町」。約90以上の専門店から

店内の銅板で焼くホットケーキが人気。

の甘味処。夏のかき氷でも行列のできる

使ったクライミングとボルダリングの両方

カフェ「押上猫庫（おしあげにゃんこ）」として、

なるショッピングモールです。スーパーの

ツナやコーン、チーズをはさんだ軽食系

人気店で、あんみつやぜんざい、大福や

ができるクライミングジム。ショップも併設

夜の時間帯は、極上級の日本酒と趣深い器が

ライフや1フロアまるごとの「DAISO」

ホットケーキもおすすめです。サイフォン

どらやきなど、どれをとっても絶品。四季

し、クライミングギアからウェアまで幅広く

愉しめる酒処「押上文庫（おしあげぶんこ）」と

など、生活関連の品揃えが充実。

で淹れたコーヒーも楽しめます。

に合わせたメニューも人気です。

取り揃えています。

して、時間帯により違った顔を持つお店です。

営業時間：10:00〜21:00
※店舗やフロア等により異なります。

営業時間：8：00〜17：00
定休日：月曜・日曜・祝日

営業時間：11：30〜20：00
定休日：火曜日

営業時間：平日13:30〜22：40 土日祝10:00〜20：00
定休日：月曜日
（祝日の場合は直後の平日）

営業時間：
【押上猫庫】12：00〜17：00
【押上文庫】18：00〜24：00(日・祝は23：00まで)
定休日：
【押上猫庫】月曜・火曜・水曜日
【押上文庫】月曜日

※掲載の写真は店舗提供写真、
または2019年1月〜3月に撮影したものです。※掲載の情報は2019年3月現在のもので今後変更となります。※掲載の地図は計画地周辺の位置関係を概念化したイラストであり、実際とは多少異なります。※掲載の距離は地図上の概測です。徒歩分数は80mを1分として算出しています。

