平成 20 年 10 月 22 日
報道関係各位
三井不動産株式会社
東京ミッドタウンマネジメント株式会社

MIDTOWN CHRISTMAS 2008
～誰かが誰かのサンタクロース～
イルミネーション点灯期間：11 月 13 日（木）～12 月 25 日（木）
東京ミッドタウン（事業者代表

三井不動産）は、今年、2 度目のクリスマスを迎えます。昨年に引

き続き、クリスマスのメッセージは“誰かが誰かのサンタクロース”
。
「大切な人の幸せを願う誰もがサ
ンタクロースである」というコンセプトのもと、自分の大切な恋人や友人、家族を想う、この街に訪れ
るすべての人が幸せになりますように…そんな想いを込めて、今年もクリスマスイルミネーションを中
心とした様々なイベントを展開します。

芝生広場「スターライトガーデン」

さくら通り「シャンゼリゼ・イルミネーション」

ガレリア「KIRIKO Tree」

プラザ「Welcome Chandelier」

※上記画像はイメージです。
協賛企業：エールフランス航空、日本ヒューレット・パッカード株式会社

■掲載時の一般の方のお問合わせ先■
東京ミッドタウン コールセンター

TEL：03-3475-3100

■本件に関するお問合わせ先■
東京ミッドタウンマネジメント株式会社

TEL：03-3475-3141
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FAX：03-3475-3144

＜クリスマスイルミネーション＞
東京ミッドタウンでは、11 月 13 日（木）から 12 月 25 日（木）まで、外苑東通り沿いの街路樹や、
街の玄関「プラザ」
、
「ミッドタウン・ガーデン」などで、さまざまなクリスマスイルミネーションを実
施します。
今年のイルミネーションの見所は、ミッドタウン・ガーデンの芝生広場に登場する無限大の宇宙をモ
チーフにした「スターライトガーデン」。銀河や星座が浮かび上がり、幻想的な空間を演出します。
さらに、さくら通りには、日仏交流 150 周年を祝し、パリ市シャンゼリゼ大通りのクリスマスイルミ
ネーションを、日本で初めて展開します。

■ ミッドタウン・ガーデン：点灯時間

16：00～23：00（一部 23：30）

「スターライトガーデン」
約 2,000 ㎡にも及ぶ広大な芝生広場に東京ミッド
タウンならではのイルミネーションが登場します。
ブルーとホワイトの約 12 万 5000 球の LED で、無限
大の宇宙を表現。芝生に銀河や星座がうかび上がり、
幻想的な空間を演出します。


場

所： 芝生広場

＜演出イメージ＞
①宇宙が芝生広場に出現
（ブルーとホワイトの LED が瞬く）
②銀河とともに冬の星座が浮かび上がる
（北斗七星、オリオン座など 6 種類の星座）
③30 分に一度、夜空から流星が舞い降りる

「スターライトガーデン」
イメージ画像

「シャンゼリゼ・イルミネーション」
日仏交流 150 周年を祝う文化事業の一環として、
世界で最も美しいイルミネーションと云われている、
パリ市 シャンゼリゼ大通りのクリスマスイルミネー
ションを日本で初めて展開します。
さくら通りと外苑東通り沿いの街路樹の一部に、約
4 万球の LED を使用し、まるでシャンパングラスの並
木道を歩いているような、ロマンティックな空間を演
出します。


場

所： さくら通り
※一部、外苑東通り沿いの街路樹



協

力： 在日フランス大使館、
日仏音楽交流委員会
（FFG 事務局）



後

「シャンゼリゼ・イルミネーション」
イメージ画像

援： パリ市
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■ プラザ：点灯時間

16：00～24：00

「Welcome Chandelier （ウェルカムシャンデリア）
」
東京ミッドタウンの玄関口、プラザでは、チューブ LED
を約 5000 本使用した巨大な光のシャンデリアが来街者を
お迎えします。
5 つの基本色から、濃淡様々な色に変化し、来街者に対
する多様なおもてなしを表現します。

「Welcome Chandelier」
イメージ画像

■ ガレリア：「KIRIKO Tree」 点灯時間 16：00～24：00
コートヤード 「KIRIKO Tree」

館内クリスマス装飾

伝統工芸品「江戸切子」をモチーフにした
高さ 8m のメインツリー。
伝統と技術、世界と日本をつなぐ
新しいクリスマスツリーを表現します。
来街者を楽しませる光と音の演出は、
昨年よりさらにバージョンアップします。

ガレリアの吹き抜け部分には、
天使の羽とプレゼントボックスを組み合わせた
装飾を展開します。
お客様への感謝を天使からの贈り物に見立て
来街する皆様が楽しい時間を
過ごしていただけるよう想いを込めた装飾です。

「KIRIKO Tree」

クリスマス装飾イメージ

■ クリスマスイルミネーションツアー
昨年、好評を博したクリスマスイルミネーションツアーを、今年は実施回数を増やして開催します。
イルミネーションの見所をツアーアテンダントが案内します。


実施日時： 11 月 21 日（金）～12 月 25 日（木）
※1 日 1～3 回、1 回あたりの所要時間は、約 1 時間（予定）



予約方法： 11 月 1 日（土）より、東京ミッドタウンオフィシャルサイトより予約開始
http://www.tokyo-midtown.com/



定

員： 1 回あたり、10 人まで



料

金： 一般 1,500 円、小学生 700 円/税込
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＜クリスマスイベント＞
■ 「マルシェ・ド・ノエル」
シャンゼリゼ・イルミネーションエリアに、フランスのクリスマスマ
ルシェを思わせるショップが登場。イルミネーションと共に、ホットド
リンクや、マルシェ・ド・ノエル限定メニューなどをお楽しみください。


期

間： 12 月 1 日（月）～12 月 25 日（木）16：00～21：00



場

所： ミッドタウン・ガーデン



出店店舗： Belberry、Okawari.jp、be、Green DeLi
は、マルシェ・ド・ノエル限定メニュー（価格はすべて税込）

「マルシェ・ド・ノエル」
店舗イメージ画像

Belberry
「パパナッシュホットベリーソース」
700 円

Belberry
「ホットジンジャーレモネード」
450 円

Okawari.jp
「ホットサングリア」
価格未定

be
「カヌレ ド ボルドー」
231 円

be
「サクリスタン」
378 円

Green DeLi
ディスプレイイメージ画像
クリスマスグッズ 200 円～

■ scandinavian X'mas shop（スカンジナビアン クリスマス ショップ）
北欧のヴィンテージ家具とクリスマス雑貨に会えるクリスマス限定
ショップ。永年使われることで美しさを増した木のぬくもりのある家具
や、フェルトの小物・クリスマスリースなど、触れるだけで北欧の温か
さに出会える空間が出現します。


期

間： 11 月 22 日（土）～12 月 25 日（木）11：00～21：00



場

所： ガレリア



商 品 例： 「オーナメントセット」（5,460 円/税込）



問い合わせ先：

B1F 催事スペース
「オーナメント」

03-3708-2266（スカンジナビアン・ファニチャーサービス）
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ツリー装飾
イメージ画像

■ 「クリスマス スペシャルライブ」
プラザに特設ステージを設置し、「Sowelu」「meg」とい
ったフレッシュなアーティストによるクリスマス限定ラ
イブを開催します。


開 催 日： 12 月 20 日（土）～12 月 25 日（木）



場

所： プラザ１F



入

場： 無料



出演アーティスト： Sowelu、meg ほか



備

キャノピー・スクエア

考： 詳細は、11 月中旬頃 Web にて公開します。
http://www.tokyo-midtown.com/

Sowelu

meg

■ 六本木をきれいにする会（クリスマススペシャル）
今年も昨年に引き続き“青のサンタ”が六本木に登場！「六本木をきれいにする会」は、今年で結成
12 年目を迎え、10 月 10 日には通算 500 回目の清掃活動を達成しました。
今回は、12 年目の 12 月 12 日に開催。
「イチ・ニー・サンタ」を合言葉に、年末の六本木を大清掃し
ます。


開 催 日： 12 月 12 日（金）19：45～（19：30 集合）
※雨天中止



参加方法： 11 月 13 日（木）より、東京ミッドタウン
オフィシャルサイトにて参加申し込み開始
http://www.tokyo-midtown.com/



人

数： 約 100 名（予定）



主

催： 六本木をきれいにする会



協

力： 東京ミッドタウン



清掃ルート： 三河台公園～六本木交差点付近～麻布警察署
計 3 ルート
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昨年の様子

＜東京ミッドタウン クリスマスイルミネーション・イベントエリアマップ＞

スター

スターライトガーデン
スターライトガーデン
点灯時間 16：00～23：00
16：00～23：00
点灯時間

ツリーイルミネーション
点灯時間 16：00～23：00
※プラザのみ24：00

KIRIKO Tree
点灯時間 16：00～24：00

The Park
Residencies

Garden
Terrace

Midｔown Tower

Scandinavian X’mas shop
開催日 11/22～12/25
Midtown Garden

Plaza

クリスマス スペシャルライブ
開催日 12/20～25

Galleria

Midｔown
West

マルシェ・ド・ノエル
営業時間 16：00～21：00

シャンゼリゼ・イルミネーション
点灯時間 16：00～23：30
※外苑東通りのみ24：00まで
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Midｔown
East

Welcome Chandelier
点灯時間 16：00～24：00

＜東京ミッドタウン ショップ＆レストラン クリスマス情報＞
■ AFRICA

DIAMONDS（アフリカ

ダイヤモンド）：ガレリア 2F/03-5771-2780（店舗）

「AFRICA DIAMONDS 2008 Christmas 限定 1 Carat ネックレス」
（200,000 円/税込）
1 カラットの一粒ダイヤをネックレスにした、数量限定のクリスマス商品。
存在感のある 1 カラットの大きさが引き立つシンプルなデザインに仕上げました。


販売期間：

11 月 13 日（木）～12 月 25 日（木）



備

限定 10 個 ※売り切れ次第終了

考：

■ NōKA CHOCOLATE（ノカ・チョコレート）：ガレリア 1F/03-5413-0072（店舗）
「ヴィンテージ チョコレートムース 白トリュフ入り」
（38,000 円/税込）
バカラのミルニュイ シュガーポットに入ったチョコレートムース。ヴィンテージコレクショ
ンのチョコレートと白トリュフを使用した本格派。NōKA CHOCOLATE ならではの、華やかなクリ
スマス特別商品を、数量限定でご用意します。


予

約：

11 月 13 日（木）より受付開始 ※店頭でも同日より販売



備

考：

限定 10 個 ※売り切れ次第終了

■ Belberry（ベルベリー）
：ガレリア B1F/03-5413-0374（店舗）
「パパナッシュ フランべソース ノエル」
（2,800 円/税込）
ふんわりとしたヨーロピアンドーナツを、リッチなソースで召し上がっていただくクリス
マス限定デザート。お客様の目の前で、炎を上げてフランベしながら作るため、特別感満点の
シーンもお楽しみいただけます。あめ細工やフレッシュラズベリーを添えた華やかなプレート
です。


販売期間：

■

orangé（オランジェ）
：プラザ 1F/03-5413-3600（店舗）

11 月 13 日（木）～12 月 25 日（木）

X’mas Special Cocktail 「ローズ・インペリアル」
（2,310 円/税込）
モエ・エ・シャンドンのグラン・ヴィンテージ・ロゼと、ブルガリア産最高級の薔薇エキス
を使用したジュース“センス”をベースに、クリスマス限定のカクテルをご用意します。華や
かな薔薇の芳香とグラン・ヴィンテージ・ロゼのマリアージュが、夢の一夜へ誘います。


販売期間：

12 月 1 日（月）～12 月 25 日（木）

※「センス」とは、ブルガリア産の貴重なダマスクローズの花びらから抽出した最高級の薔薇
エキスを贅沢に使用したジュース。

■ クリスマスキャンペーン「Three Stars Campaign

★★★

（予定）」

期間中、東京ミッドタウンのショップ&レストランにて、合計 10,000 円（税
込）以上 お買い上げのお客様に抽選で、「上質なクリスマス」を提案する、素
敵な賞品をプレゼント。大切な人と過ごす最上の時間をお楽しみください。


開催日時：

2008 年 12 月 8 日（月）～25 日（木） 11:00～21:00



場

ガレリア B1F キャンペーンブース



賞 品 例：

所：

「スターライト・クルージング」1 組 2 名
貸切のヘリコプターに乗って、都内の夜景をお楽しみ
いただきます。ヘリポートまでは東京ミッドタウンの
ハイヤーで送迎します。
※その他のエクスペリエンスギフトも多数ご用意。
忘れられない感動の記念日をプレゼントします。
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スターライト・クルージング
イメージ

＜東京ミッドタウンのクリスマスケーキ＞
店名

商品名

価格/税込

予約時期

予約方法

①

JEAN-PAUL HÉVIN
（ジャン＝ポール・エヴァン）

ビュッシュ メゾン

5,775円

11/14(金）～
12/14（日）

店頭受付のみ

②

Toshi Yoroizuka
（トシ ヨロイヅカ）

キャラメルポアール（予定）

3,900円

11月5日（水）～

電話予約/03-5413-3650
店頭でも受付可

pâtisserie Sadaharu AOKI paris
③ （パティスリー・サダハル・アオキ・ マロン カシス ロワイヤル

5,580円

11月上旬～

電話受付/03-5413-7112
店頭でも受付可

パ

リ

）

④

be（ビー）

ビュッシュ ド ノエル

5,250円

11月13日（木）～
12月7日（日）

電話予約/03-5413-3202
店頭でも受付可

⑤

サン・フルーツ

パバナ
（一日限定20個）

4,725円

11月20日（木）～
12月18日（木）

電話予約/03-5647-8388
店頭でも受付可

⑥

A.Lecomte
（ルコント）

ブッシュ・ド・ノエル
（サイズS・L）

5,250円～10,500円

11月15日（土）～
12月24日（水）

電話予約/03-5413-1188
店頭でも受付可

⑦

DEAN ＆ DELUCA
（ディーン＆デルーカ）

ストロベリーショートケーキ

10,500円

11月上旬～

電話予約/03-5413-3580
店頭でも受付可

①JEAN-PAUL HÉVIN

④be

②Toshi Yoroizuka

⑤サン・フルーツ

③pâtisserie Sadaharu AOKI paris

⑦DEAN ＆ DELUCA

※各店舗とも、上記ケーキのほかにも、クリスマス商品を多数取り揃えています。
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