2017 年 10 月 3 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

開業 10 周年を迎えた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 2017』
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
曜日ごとに異なる演出を開催！
～約 51 万個の光で華やかに祝うクリスマス～
2017 年 11 月 15 日（水）～12 月 25 日（月）
東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、2017 年 11 月 15 日（水）から 12 月 25 日（月）の期間、
今年で 10 周年を迎えるクリスマスイベント『ミッドタウン・クリスマス 2017』を開催いたします。

※画像はすべてイメージ

▲曜日ごとに異なる演出！「スターライトガーデン 2017」 （イメージ）

▲サンタツリー

毎年多くのお客様にお楽しみいただいているメインイベント「スターライトガーデン」。約2,000㎡の広大な芝生広場に広
がる、宇宙空間をイメージしたイルミネーションは今年11回目の開催です。東京ミッドタウンが開業10周年を迎える今年は、
「宇宙旅行」をテーマに曜日ごとに異なる演出を行います。「月」「太陽」「土星」など太陽系の様々な惑星をイメージした演
出を日替わりでお楽しみいただけます。
東京ミッドタウンのイルミネーションを巡る「ミッドタウン・クルーズ」では、プラザエリアをスタート地点に「スターライトガー
デン」まで計6種類のイルミネーションを歩いてお楽しみいただけます。新演出の「スターダストゾーン」を抜けると、クライマ
ックスである「スターライトガーデン」が目の前に広がります。東京ミッドタウンの冬の風物詩である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迎えいたします。

■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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約 51 万個の光に包まれる東京ミッドタウン
東京ミッドタウン全体に広がるイルミネーションを巡る「ミッドタウン・クルーズ」では、プラザエリアから「スターライト
ガーデン」まで歩いて楽しむルートを推奨しています。様々な色の光で、お客様をお迎えします。
【期

11 月 15 日（水）～12 月 25 日（月）

間】

17：00～23：00

【点灯時間】

※「ウェルカムイルミネーション」のみ 24：00 まで

 スターライトガーデン 2017
都心では貴重な約 2,000 ㎡もの広さを誇る東京ミッドタウンの芝生広場。この広場を会場に行うメインイルミネーション
「スターライトガーデン」は、メインカラーの青の光で、幻想的な宇宙空間を華やかに表現しています。東京ミッドタウン
の開業 10 周年を迎えた今年は、特別演出として曜日ごとに異なる演出を行います。「宇宙旅行」をテーマに、
「月」や「太陽」、「土星」など、惑星をイメージしたカラーの演出をお楽しみいただけます。約 20 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。
【場

所】

芝生広場

【協

賛】

東芝
約 20 万個

【L E D 数】

PICK UP！ 初の「日替わり演出」！曜日によって異なる「宇宙旅行」
フルカラーLED を使用した直径約 6m のヴィジョンドームを中心に、「宇宙旅行」をテーマに曜日ごとに異なる演出を
行います。約 4 分間の演出のうち、前半の 2 分はミッドタウンが培ってきた青の世界を、後半の約 2 分で「月」「土星」
「太陽」など曜日ごとに異なる惑星を表現します。

月曜日

日曜日

土曜日

【土星】

【太陽】

土星の周りに浮かび、それぞれ違う速さで回
る無数の環。この環を、ドームを中心に配置さ
れたイルミネーションで躍動的に表現します

太陽の表面で起こる大爆発「フレア」の光。
真っ暗な空間で、燃え上がるような演出をした
ドームで炎を表現します

【月】
皆既日食に現れる、ダイヤモンドリング
をイメージした演出では、強い光の環を
数多くのイルミネーションで表現します

※上記は一例です。その他4つの演出があります



歩いて楽しむミッドタウン・クルーズ

矢印は「ミッドタウン・クルーズ」
推奨ルートです
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「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
東京ミッドタウンのエ
ントランス、プラザエ
リアは今年白一色の
イルミネーションに。
シックにお客様を迎
えます。
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LED 数
約 9.6 万個
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「ツリーイルミネーション」
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場所：ミッドタウン・ガーデン

「シャンパン・イルミネーション」
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

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！

LED 数
約 2 万個

LED 数
約 12.5 万個

「スターライトロード」
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場所：ミッドタウン・ガーデン
「スターライトガーデ
ン」へのプロローグ
として青い世界へ誘
います

NEW！「スターダストゾーン」
場所：ミッドタウン・ガーデン
無数の光が静かに瞬く新
エリア。このスターダスト
ゾーンを抜けると、青い光
に満ちたスターライトガー
デンが目の前に広がりま
す

LED 数
約 6.5 万個
※イメージ

※12 月 22 日まで

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。
今年も、好評につき英語対応のツアーも開催する予定です。
【期
【定
【料
【申

間】
員】
金】
込】

12 月 1 日（金）～12 月 15 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 月中旬に発表します。
▲イメージ



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 2017」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（木・祝）～12 月 17 日（日）
※期間中の金曜・土曜・日曜・祝日限定 計 13 日
18：00～20：00 ※雨天中止
芝生広場「スターライトガーデン 2017」
1,080 円（税込）～（専用 WEB サイトから販売）
写真スタジオ hollyhock（ガレリア 2F）

▲イメージ
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クリスマスを盛り上げる館内イベント


サンタツリー
毎年楽しみにされているお客様も多い「サンタツリー」が今年も登場します。約 1,800 体の小さなサンタ
クロースのオーナメントが飾られる高さ約 4m のツリーが、4 層吹き抜けの大空間に現れます。
【期
【時
【場

間】
間】
所】

11 月 15 日（水）～12 月 25 日（月）
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 2017（ミッドタウン・クリスマスライブ 2017）
12 月の週末は、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】

12 月 2 日（土）～12 月 17 日（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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