平成 21 年 10 月吉日
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

東京ミッドタウン クリスマスイベント

MIDTOWN CHRISTMAS 2009
～誰かが誰かのサンタクロース～
11 月 12 日（木）～12 月 25 日（金）
東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産）は、11 月 12 日（木）から 12 月 25 日（金）の期間、クリ
スマスイベント「MIDTOWN CHRISTMAS 2009」を開催します。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実施します。
東京ミッドタウンの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”
。開業以来、
「大切な人の
幸せを願う誰もがサンタクロース」というコンセプトのもと、この街に訪れるすべての方が幸せになります
ように…との想いを込めて、イベントを展開しています。
東京ミッドタウンでは、毎年このクリスマスシーズンに 500 万人を超える来街者を迎えます。3 年目とな
る今年は、約 2,000 ㎡の芝生広場に立体的な星空を表現する「スターライトガーデン」をはじめ、本イベン
トのために開発された、新型 LED ラインを使用した光と音のイルミネーションなど、様々なイルミネーショ
ンが“新たな驚きと感動”を提供します。
※なお、初日の 11 月 12 日（木）には、スペシャルゲストを迎え、クリスマスイルミネーションの点灯式
を行います。
「MIDTOWN CHRISTMAS 2009」

スターライトガーデン

メインビジュアル

プリズムアベニュー

※イメージパース

シャンゼリゼ・イルミネーション

※イメージパース

■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概要
11 月 12 日(木)から 12 月 25 日（金）の期間、LED 総計約 70 万球を使用し、都心にいることを忘れさせる
ような壮大で幻想的なイルミネーションを街全体で展開します。
※点灯開始時間変更のお知らせとお詫び
今年は、環境に対する取り組みとして昨年よりも点灯時間を 1 時間短縮することとし、9 月にお伝えしたイルミネーシ
ョン開始時間を、勝手ながら下記のとおり変更させていただきました。本書面にてご報告いたしますとともに、皆様に大
変ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申しあげます。なお、終了時間については各イルミネーションとも変更ござ
いません。
修正前（9 月速報リリース） ： 16：00 開始
修正後（今回リリース）
： 17：00 開始

■ ミッドタウン・ガーデン：点灯時間

17：00～23：00（※一部 23：30 まで）

① 芝生広場「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、東京ミッドタウンの
象徴的なクリスマスイルミネーション「スターライトガーデ
ン」が、新たな演出で登場します。3 年目となる今年は、夜空
に輝く「スターダスト」をイメージ。周辺の樹々にもイルミネ
ーションを施すなど、より壮大で幻想的な宇宙空間を表現しま
す。さらに、スペシャルプログラムとして、約 20 分に一度頭
上より舞い降りる流れ星が、芝生広場に星屑となって立体的に
きらめきます。
 点灯時間：17:00～23:00
 LED 数：

約 17 万球

「スターライトガーデン」イメージパース

＜演出内容＞
シーン
①

演出
空間全体が暗闇に包まれ、宇宙の始まりへ向けた静寂の時が広がる。

静寂の時
宇宙の誕生

②
～発展の予兆
Ⅰ
③

宇宙の発展

Ⅱ

一斉に青い光が点灯し、暗闇から突如真っ青な世界が出現し、広大な宇宙の
世界へと誘う。
周囲の樹々に白い光の軌跡が現れはじめ、宇宙の発展を予兆させる。
青い宇宙に一筋の白い光が流れ、2本、3本と増えていく。
星の光が次々と生まれ、静かな宇宙に最初の変化が訪れる。
星の光が無数に重なり、広大な宇宙に流線形の模様を描いていく。
宇宙はさらに輝きを増し、発展していく。

周囲の樹々にも次々と光の軌跡が出現。
イルミネーションが空間全体へと広がり、最高の輝きを見せる。
■以下は20分に1回のスペシャルプログラム
空間全体で輝いていた光の軌跡が消え、
④
流れ星の出現
真っ青な宇宙に向けて、突如頭上より一筋の流れ星が舞い降りる。
⑤
スターダストの瞬き 宇宙に舞い降りた流れ星はスターダストとなり、立体的な光の軌跡を描く。
流れ星をきっかけに流星群が出現。すべてのイルミネーションが点灯し、
⑥ グランドフィナーレ
フィナーレを迎える。
Ⅲ

③-Ⅲ 宇宙の発展

④ 流れ星の出現
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⑤ スターダストの輝き

②さくら通り「シャンゼリゼ・イルミネーション」
昨年、その美しさで好評を博した「シャンゼリゼ・イルミネーショ
ン」が、今年も登場します。世界で最も美しいイルミネーションといわ
れている、パリ市シャンゼリゼ大通りのイルミネーションを再現したも
ので、本家のパリよりも一足先に、東京ミッドタウンで見ることができ
ます。さくら通り沿いの 20 本の樹々に、約 2 万 4 千球の白色 LED と、
雪が舞い降りる様を表現する 200 本のスノーフォールを使用し、ホワイ
トクリスマスのような、ロマンティックな空間を演出します。
「シャンゼリゼ・イルミネーション」
昨年の画像

 点灯時間：17:00～23:30
 LED 数：約 2 万 4 千球

③さくら通り「奇跡の木」
さくら通りに面した「奇跡の木」※注 1 と呼ばれるクスノキを約 1 万 4,200 球の LED
で装飾し、華やかにライトアップします。使用している LED のうち、4,200 球（ピン
ク色）の電力はソーラー発電でまかなわれています。
※注 1 東京ミッドタウン開発前の旧防衛庁時代から、この土地を見守ってきた
樹齢約 60 年のクスノキ

 点灯時間：17:00～23:00
 LED 数：約 1 万 4,200 球
「奇跡の木」
昨年の画像

④「ツリーイルミネーション」
さくら通りや外苑東通りの街路樹など街のいたる所を、約 47 万球
の LED（キャンドルの炎色）で装飾し、街全体が温かな光に包まれます。
 点灯時間：17:00～23:00（プラザエリアのみ 24：00）
 LED 数：約 47 万球

■

プラザ：点灯時間

17：00～24：00

⑤キャノピー・スクエア「プリズムアベニュー」
東京ミッドタウンの玄関口「プラザエリア」には、昨年と装いも新たな
イルミネーションが登場します。
キャノピー・スクエアに、全長約 500ｍに及ぶ新型 LED ライン（下記参
照）を張り巡らし、七色の光を走らせます。スピーディーに光が行き交う
LED ラインの上部には、天空に広がる光の世界をイメージした LED ネットを
2 つ配置し、東京ミッドタウンの玄関口の天蓋を鮮やかに彩ります。LED ラ
インを行き交う七色の光と、LED ネットが鮮やかに輝く天蓋が、互いに共鳴
し合う
“光の交差点＝プリズムアベニュー”
を創出。6 分間のプログラムは、
見る場所によって様々な表情を楽しめるよう工夫され、街を訪れるたくさん
の方を迎える、東京ミッドタウンの玄関口「プラザエリア」にふさわしい幻
想的な演出となっています。



「プリズムアベニュー」
イメージパース

点灯時間：17:00～24:00
LED 数：約 5 万球

【新型 LED ライン】
プリズムアベニューには、東京ミッドタウンのイルミネーションに合わせて開
発された、全長約 500m に及ぶ、薄さ 3.2mm、幅 12mm の特殊な新型 LED ライン（線
状のもの／右写真）を採用しています。この LED ラインには、2.5cm 間隔で高輝
度のフルカラーLED を埋め込んでおり、あらゆる光を自在に灯すことができます。
フルカラーLED の極薄ライン形状での使用は、世界でも初めてです。
新型 LED ライン
（横から写したもの）
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■

ガレリア：開館時間

11：00～21：00（※一部 24：00 まで）

⑥ガレリア館内クリスマス装飾「ウェルカムシャンデリア」
ショップ＆レストラン、美術館などが集積するガレリアの吹抜け部分には、
和紙を使い、モミやヒイラギ、雪の結晶などの普遍的なクリスマスモチーフを
かたどった、全長約 17ｍのペーパークラフト・シャンデリアが登場します。
夜には、この白色を基調とした巨大なシャンデリアを、48 台の LED 照明によりライ
トアップ。刻々と移り変わる多彩な色彩のグラデーションで染め上げます。
 演出時間：19:00～24:00
※1 時間に 2 回、約 15 分間の光の演出を行います。
※LED 照明を使用することにより、一般的な照明に比べ 1/3 程度の消費電
力減を実現しています
※この演出を実施している時は、ガレリアの館内照明も 1/3 にライトダウ
ンします

「ウェルカムシャンデリア」
イメージパース

美しい雪の結晶などのペーパークラフトの中に、サンタクロースが 4 人
隠れています。館内を巡りながら、家族やカップルでサンタクロースを
探していただける、楽しい“隠れキャラクター”演出です。

「ウェルカムシャンデリア」
演出イメージ

⑦ガレリア 1F「サンタツリー」
ガレリア入口の吹抜けにある「ツリーシャワー」が、高さ約 4ｍの「サンタツ
リー」に変身します。27 種類 1,500 体を超えるサンタクロースを積み上げた「サ
ンタツリー」は、新しい記念写真スポットとしてもおすすめです。

1,500 体を超えるサンタクロースの中に、1 体だけ、福の神“恵比須様”
が隠れています。上記「ウェルカムシャンデリア」同様、家族やカップ
ルで探していただける“隠れキャラクター”演出です。

「サンタツリー」イメージパース

■ イルミネーションコンシェルジュ
お客様にイルミネーションをより楽しんでいただくサービスとして、イルミネー
ションの詳しい説明やおすすめの写真撮影スポットの紹介など、東京ミッドタウン
のクリスマス情報をご案内するコンシェルジュを配置します。


期

間：

12 月 1 日（火）～12 月 25 日（金）



時

間：

18:00～20:00



場

所：

クリスマスイルミネーションエリアを回遊

1 日 1 名 の専任スタッフ（赤色の制服を着用）

イルミネーションコンシェルジュ
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■ イルミネーションツアー
ツアーアテンダントが東京ミッドタウンのイルミネーションの魅力を詳しく説明しながら巡る、クリスマ
ス期間限定のツアーです。


期



予約方法：



定

員： 各回 10 名



料

金： 一般 1,500 円、小学生 700 円（税込）

間： 11 月 20 日（金）～12 月 25 日（金）
※1 日 1～3 回、1 回あたりの所要時間は約 1 時間
11 月 9 日（月）より、東京ミッドタウンオフィシャルサイトにて受付開始
（URL：http://www.tokyo-midtown.com/）

その他クリスマスイベント
■ Scandinavian Xmas 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出会えるクリスマス限定ショ
ップ。長年使われることで美しさを増す木の温もりのある家具や、フェルトの
小物、クリスマスリースなど、北欧の温かさに触れられるグッズが揃います。


期

間： 11 月 27 日（金）～12 月 25 日（金）11：00～21：00



場

所： ガレリア B1F 催事スペース



商 品 例： デンマーク製手作り切り絵ポストカード（680 円ほか/税込）、ダーラナホース（北欧の馬
の置物、大 9,240 円・小 4,725 円/税込）
、ノルウェー製ウール 100％ブランケット（38,000 円/税込）



お問合わせ先：03-3708-2266（スカンジナビアン・ファニチャーサービス）

昨年の画像

■ 切り絵アートワークショップ
～東京ミッドタウンのクリスマス装飾に参加しよう！～
親子で、東京ミッドタウンのクリスマスを彩る切り絵の装飾＜雪の結晶＞を作る
ワークショップを開催します。作成した切り絵の＜雪の結晶＞は、ガレリア館内の
ガラスショーウィンドウ上部 38 ヶ所で展示します。


期

間：11 月 14 日（土）、15 日（日）
、22 日（日）
、23 日（月・祝）
計 4 日間



時

間：1 日 2 回 13：00～／15：30～
※1 回あたりの所要時間は約 1 時間



場

所：東京ミッドタウン カンファレンス他



作品展示：12 月 4 日（金）～12 月 25 日（金）
ガレリア・ガラスショーウィンドウ上部にて展示



参



予約方法: 11 月上旬より、東京ミッドタウンオフィシャルサイトにて受付開始
（URL：http://www.tokyo-midtown.com/）

加：(料金)無料、(定員)1 回につき約 10 名、(対象)4～12 歳 ※保護者同伴

5

展示イメージパース

クリスマスイルミネーション・イベントエリアマップ
■イルミネーション点灯期間：11 月 12 日（木）～12 月 25 日（金）
ミッドタウン・ガーデン
さくら通り

さくら通り

芝生広場

③「奇跡の木」

②「シャンゼリゼ・イルミネーション」

①「スターライトガーデン」

17：00-23：00

17：00-23：30

17：00-23：00

LED 数 約 2 万 4 千球

LED 数 約 17 万球

LED 数 約 1 万 4,200 球

芝生広場

ミッドタウン・ガーデン

アトリウム

ミッドタウン・
タワー

ガレリア
ミッドタウン・
イースト

※④「ツリーイルミネーション」
さくら通りや外苑東通りの
街路樹など、街中に
イルミネーションを施します

ミッドタウン・
ウエスト

17：00～23：00
（プラザエリアのみ 24：00）
LED 数 約 47 万球

ガレリア

プラザ

ミッドタウン・タワー

B1F

キャノピー・スクエア

カンファレンス（4F）他

「スカンジナビアン

⑤「プリズムアベニュー」

・切り絵アートワークショップ

17:00～24:00

11 月 14 日（土）、15 日（日）、

クリスマスショップ」
11：00～21：00

LED 数 約 5 万球

22 日（日）、23 日（月・祝）
13：00～、15：30～

ガレリア
開館時間 11：00～21:00
（一部 24：00 まで）
吹抜け
⑥「ウェルカムシャンデリア」
19：00～24：00

クリスマスイルミネーション

1F
⑦「サンタツリー」

その他クリスマスイベント
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