2016 年 9 月 15 日
報道関係各位
東京ミッドタウンマネジメント株式会社

約 52 万個※の多彩なイルミネーションで街が彩られる東京ミッドタウンのクリスマスイベント

『ミッドタウン・クリスマス 2016』
約 2,000 ㎡の芝生広場で宇宙空間を表現する「スターライトガーデン」は
ヴィジョンドームから放たれるダイナミックな光の新演出に
2016 年 11 月 15 日（火）～12 月 25 日（日）

※画像はすべてイメージ

▲ダイナミックに進化する「スターライトガーデン 2016」 イメージ 【詳細 P2】

▲約 1,800 体のサンタが飾られるサンタツリー 【詳細 P4】

▲東京ミッドタウンの各所で様々な色のイルミネーションが楽しめる 【詳細 P3】

東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、2016 年 11 月 15 日（火）から 12 月 25 日（日）の期間、
今年で 10 回目を迎えるクリスマスイベント『ミッドタウン・クリスマス 2016』を開催いたします。
毎年、幻想的な青い光で宇宙空間を表現しているメインイルミネーション「スターライトガーデン」。今年は、直径約6m
のフルカラーLEDを使用したヴィジョンドームから六本木の上空約100mまで一直線の光を放つサーチライトを新たに4本
導入し、宇宙の始まりとされるビッグバンをダイナミックに表現します。さらに壮大なスケールへと進化し、光と音で織りなす
幻想的なイルミネーションをお届けします。
冬の風物詩となったイルミネーションを中心に、様々なイベントをご用意してお客様をお迎えいたします。
※「ミッドタウン・クリスマス 2016」全体で使用する LED の個数

なお、初日の 11 月 15 日（火）にはイルミネーションの点灯式を予定しています。
■掲載時の一般の方のお問い合わせ先■
東京ミッドタウン・コールセンター TEL : 03-3475-3100
東京ミッドタウンホームページ www.tokyo-midtown.com
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スターライトガーデン 2016
都心では貴重な約 2,000 ㎡もの広さを誇る芝生広場にて開催する、メインイルミネーション「スターライトガーデン」。
メインカラーとなる青の光で、幻想的な宇宙空間を華やかに表現するイルミネーションに今年も新しい演出が登場し
ます。約 18 万個の光が繰り広げる、幻想的な光と音楽のショーをお楽しみください。
【期

間】

11 月 15 日（火）～12 月 25 日（日）

【点灯時間】

17：00～23：00

【場

所】

芝生広場

【協

賛】

東芝

【L E D 数】

約 18 万個

NEW！ 直径約 6ｍのヴィジョンドームから放たれる 4 本のサーチライトが新登場。
さらにダイナミックな演出に。
上空約 100m の高さまで光を放つ 4 本のサーチライトを新たに導入。フルカラーLED を使用した直径約 6m の
ヴィジョンドーム（2015 年初登場演出）と、そこから放たれるサーチライトの演出で、宇宙の始まりとされるビッ
グバンなどの様々な宇宙現象を表現します。宇宙を描き続けてきた「スターライトガーデン」が、さらにスケール感
のある演出で登場します。

▲スターライトガーデン 2016 イメージ

▲ヴィジョンドーム （昨年の様子）

PICK UP


流れ星の演出が 5 年ぶりに再登場
2008 年からの 4 年間ご好評いただいた「流れ星」の演出
が、お客様からのご要望に応えて再登場します。
（12 分に 1 回の特別演出です）



青がベースカラーの都会派イルミネーション
様々な宇宙の光景を表現し続けてきた「スターライトガーデン」。
青と白のコントラストを効果的に使い、繊細で都会的な魅力を持つ
イルミネーションです。



▲流れ星演出 イメージ

都心では貴重な広々とした空間演出
都会のまん中でありながら、約 2,000 ㎡の芝生広場に広が
る幻想的なイルミネーションが人気です。



ビュースポットが満載のスターライトガーデン
「スターライトガーデン」は見る角度によって異なる光景を楽し
めることが特徴のひとつです。青い光越しに眺める東京タワ
ーやレストランからの景色など、様々な角度からお楽しみい
ただけます。
▲過去の様子
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約 52 万個の光に包まれた東京ミッドタウンを巡る
おすすめルート”ミッドタウン・クルーズ”
東京ミッドタウンのイルミネーションは“ミッドタウン・クルーズ”をテーマに、東京ミッドタウン全体に広がる
イルミネーションをくまなく楽しんでいただくためのおすすめルートを推奨しています。プラザエリアの「ウェルカム
イルミネーション」をスタートし、「スターライトガーデン」（P2 参照）まで、表情が異なる多彩なイルミネーションをお
楽しみいただけます。
【期

間】

【点灯時間】

11 月 15 日（火）～12 月 25 日（日）
17：00～23：00 ※「ウェルカムイルミネーション」のみ 24：00 まで

矢印は「ミッドタウン・クルーズ」
推奨ルートです

1

「ウェルカムイルミネーション」
場所：プラザ 1F、外苑東通り沿い
“ミッドタウン・クルー
ズ”の出発点。刻一
刻とイルミネーション
の色が変化する華
やかな光でお迎えし
ます
LED 数
約 16.4 万個
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2
3

「ツリーイルミネーション」
場所：ミッドタウン・ガーデン
キャンドルのような
温かな光でガーデン
の樹木を彩ります。
水面に映るイルミネ
ーションの光にも注
目！

1
2

3

LED 数
約 12 万個

「シャンパン・イルミネーション」
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場所：ミッドタウン・ガーデン

「スターライトロード」
場所：ミッドタウン・ガーデン

シャンパングラスの
形に光り輝く 9 本の
木々。光のしずくが
幻想的に舞い降りま
す

「スターライトガーデ
ン」へのプロローグ
となる、青と白に輝
く幻想的なゾーン
LED 数
約 3.4 万個

LED 数
約 2 万個

イルミネーションと合わせて楽しむ東京ミッドタウン


イルミネーションフォトサービス
まるで「スターライトガーデン 2016」の中に入ったかのような、幻想的な写真をプロのカメラマンが撮影します。
撮影した写真は、WEB サイト上で確認してからご購入いただけます。
【期

間】

【時
【場
【料
【運

間】
所】
金】
営】

11 月 23 日（水・祝）～12 月 18 日（日）
※期間中の金曜・土曜・日曜・祝日のみの実施
18：00～20：00 ※雨天中止
芝生広場「スターライトガーデン 2016」
1,080 円（税込）～（専用 WEB サイトから販売）
写真スタジオ hollyhock
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▲イメージ

イルミネーションと合わせて楽しむ東京ミッドタウン


クリスマス期間限定の「イルミネーションツアー」
東京ミッドタウンのイルミネーションの見どころや知られざるストーリーを約 1 時間かけて、余すところなく
ご紹介する期間限定の特別ツアー。毎年好評をいただいているこのツアーは、初めていらっしゃる方はもちろ
ん、何度もお越しいただいている方もお楽しみいただける内容です。
一部ツアーは英語・中国語に対応して開催します。
【期
【定
【料
【申

間】
員】
金】
込】

12 月 1 日（木）～12 月 16 日（金）
各回 15 名 （所要時間：約 1 時間）
一般 1,500 円、小学生 700 円（税込）
詳細は東京ミッドタウンオフィシャルサイトにて
11 月上旬に発表します。

▲イルミネーションツアーの様子

クリスマスを盛り上げる館内イベント


サンタツリー
小さなサンタクロースのオーナメント約 1,800 体で飾
られる高さ約 4m の「サンタツリー」が、今年も 4 層吹き
抜けの大空間に登場します。
たくさんのサンタクロースの中には、キスをしている
カップルサンタも隠れています。
【期
【時
【場

間】
間】
所】

11 月 15 日（火）～12 月 25 日（日）
11：00～24：00（ガレリア開館時間）
ガレリア１F ツリーシャワー

▲小さなサンタが約 1,800 体登場



MIDTOWN CHRISTMAS LIVE 2016（ミッドタウン・クリスマスライブ 2016)
館内では、親しみやすいクラシックを中心とした無料のクリスマスライブを開催します。
華やかなクリスマスシーズンの到来を感じていただけるイベントです。
【期

間】

【時

間】

【場
【料

所】
金】

11 月 26（土）～12 月 18（日）
※期間中の土曜・日曜のみの実施
13：30、15：00、16：30（各日 3 公演）
各 30 分程度
ガレリア館内
無料

▲過去開催の様子
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Mid Green Project クリスマスリースワークショップ
都会の真ん中にありながら、豊かな自然を感じることができる東京ミッドタウン。この緑あふれる街で自然
に触れていただくことを目的としている「Mid Green Project（ミッド グリーン プロジェクト）※」の一環として、
この冬、ミッドタウン・ガーデンの植物も使ったクリスマスリース作りのワークショップを開催します。
パリのフローリストと提携し、ヨーロッパのエスプリを利かせた「レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ」から講師を
迎え、世界にひとつだけのクリスマスリースをお作りいただけるワークショップです。
【期
間】
【主
催】
【協
力】
【料
金】
【申 込 方 法】

11 月中旬～下旬
東京ミッドタウン
レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ 東京ミッドタウン店
有料（金額未定）
詳細は東京ミッドタウンオフィシャルサイトにて
発表します。

※東京ミッドタウンは隣接する港区立檜町公園と合わせて、開発区域の 40％以上を緑化
し、憩いの場として豊かな空間を創り出している施設として、公益財団法人 都市緑化機
構により「都市のオアシス」の認定を受けています。「Mid Green Project」はこの豊かな
緑をご体感いただく活動のひとつです。

▲作品イメージ

【同時期開催 特別企画】


六本木をきれいにする会 クリスマススペシャル
毎週金曜日に六本木周辺の清掃を地域の方々と有志で行っている「六本木をきれいにする会」。一般の方も
ご参加いただけるこの取り組みは、まもなく 800 回目を迎えます。
今年で 10 回目となる恒例の「クリスマススペシャル」では、参加者は青いコスチューム（帽子、ケープなど）を
ご用意しており、クリスマスの雰囲気を楽しみながら清掃にご参加いただけます。
【期
【時
【場
【申

間】
間】
所】

12 月 2 日（金）
19:30 集合 20:00～21:00 清掃 ※雨天中止
プラザ 1F キャノピー・スクエア集合
六本木交差点を中心とした周辺エリアを清掃予定
込】 詳細は東京ミッドタウンオフィシャルサイトにて
11 月上旬に発表します。

▲過去開催の様子

【期間中のご取材について】
毎年 12 月中旬以降、「スターライトガーデン」の鑑賞エリアが混雑いたします。
お客様のご来場、マスコミの方のご取材および撮影はお早めにお越しいただくことをおすすめしております。
特に今年は 12 月 17 日（土）～12 月 25 日（日）に最も混雑が予想されます。
お客様の安全を確保するため、混雑期間中のご取材はお断りすることもございますので、あらかじめご了承ください。
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