平成 25 年 9 月 17 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

都会のまん中で体験する光のイルミネーション！街全体を幻想的に彩る冬の風物詩

～誰かが誰かのサンタクロース～

『ミッドタウン・クリスマス 2013』開催

約 28 万個※1 の LED で壮大な“宇宙の広がり”を表現するイルミネーションが出現！！
11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）
東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、平成 25 年 11 月 14 日（木）から 12 月 25 日（水）の
期間、クリスマスイベント『ミッドタウン・クリスマス 2013』を開催いたします。

▲スターライトガーデン 2013 イメージ
※画像はすべてイメージ

▲イメージ

▲イメージ

▲昨年の様子

東京ミッドタウンのクリスマスのテーマは、「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、誰かのサンタクロースである”というコンセプトのもと、この街を訪れるすべての方が幸せになるよう願いを
込めて様々な演出を行っています。都心のイルミネーションイベントとして交通の便もよく、冬の風物詩として毎年
多くの方が楽しみにされ、期間中約500万人を越える来街者を迎える人気イベントです。
7 回目となる今年のメインイベントは、約 2,000 ㎡の広大な芝生広場で展開される「スターライトガーデン 2013」。
東京ミッドタウンのイルミネーションカラーとしてお馴染みの青をベースに、約 28 万個※1 の LED の光が「スターライト
ガーデン 2013」のテーマ“宇宙の広がり”を壮大に表現します。また、「クロスオーバーイルミネーション」※2 により、
立体的で連続性がある、ダイナミックに動く光の演出が可能となり、躍動的で起伏と彩りある光と音が織りなす
幻想的で迫力のあるエンターテイメントショーをご覧いただけます。
ガレリア館内では、サンタクロースのオーナメントを約 1,800 体積上げた「サンタツリー」が、パワーアップ
して登場します。からくり時計のようにサンタクロースが時報とともに動き出す楽しい演出も見所です。その他
ミッドタウン・ガーデンの街路樹を彩るライトアップなど、様々な演出を街全体で実施し、皆様に“新たな驚きと感動”
をご提供します。どうぞ、ご期待下さい。
※1：「スターライトガーデン 2013」で使用する LED の個数
※2：イルミネーションとしての導入は世界初となる新技術 （詳細は 3 頁をご参照下さい。）

【主なイベント】






スターライトガーデン2013 進化！ 青をベースカラーに、約28万個のLEDが壮大な“宇宙の広がり”を表現。世界初の技術も採用
サンタストリート 初登場！ 東京ミッドタウンの玄関口にたくさんのサンタクロースがお出迎え
サンタツリー 進化！ 約1,800 体のサンタクロースを積み上げたクリスマスツリー。今年は動き出すサンタにご注目
スターライトロード 進化！ メインイベント「スターライトガーデン」へと続く光がまたたく幻想的な道
シャンパン・イルミネーション定番！ 約 6 万個の白色 LED を使用したシャンパングラスのイルミネーション
なお、初日の 11 月 14 日（木）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■ http://www.tokyo-midtown.com/jp/index.html
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『ミッドタウン・クリスマス 2013』 エリアマップ
11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）
※内容により点灯時間は異なります

＜東京ミッドタウン全域＞
「ツリーイルミネーション」

17:00～23:00（外苑東通りのみ 24:00 まで） 【→p5】

＜ミッドタウン・ガーデン、芝生広場＞
17:00～23:00
進化

進化

定番

「スターライトロード」
場所：ミッドタウン・ガーデン
【→p4】

「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
【→p4】

「スターライトガーデン 2013」
場所：芝生広場
【→p3】

港区立檜町公園

ミッドタウン・タワー

ガーデン
テラス

ミッドタウン・

ガレリア
プラザ

イースト

ミッドタウン・
ウエスト

＜ガレリア＞

＜プラザ＞

開館時間 11：00～24：00
（ガレリア開館時間）

初登場

進化

「サンタストリート」
場所：プラザ 1F
【→p4】

「サンタツリー｣
場所：ガレリア 1F ツリーシャワー
【→p4】
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スターライトガーデン 2013

場所：芝生広場

 都会のまん中に宇宙を表現した「スターライトガーデン 2013」
毎年ご好評を頂いているメインコンテンツ「スターライトガーデン」が 7 年目を迎えました。都心では貴重な約 2,000 ㎡
もの広さを誇る広大な芝生広場に、青をベースカラーに約 28 万個※1 の LED を敷き詰めた幻想的なイルミネーション
が出現します。今年のテーマ“宇宙の広がり”を、「クロスオーバーイルミネーション」※ 2 により、360 度全方位で輝く
光のアーチを作りだし、立体交差するイルミネーションで表現。ダイナミックな天体の動きを、高さ、交差、連続性の
ある光で強弱と緩急をつけて演出します（詳細は下段＜今年の新しいポイント＞をご参照下さい）。
LED の配置に高低差をつけ、より立体的に、縦横無尽に動く光が壮大な宇宙のドラマを一気に盛り上げます。
【期

間】

11 月 14 日（木）～12 月 25 日（火）

【点灯時間】

17：00～23：00

【L E D 数】

約 28 万個※ 1

【構成イメージ】
■Scene 1 ≪宇宙の誕生≫
空中に一筋の光が現れ、宇宙が誕生。やがて波紋が広がるように
宇宙空間が形成されます。
■Scene 2 ≪星のまたたき≫
誕生した宇宙に無数の星が生まれます。生まれた星は宇宙空間の中
でまたたき、まばゆく広がってゆきます。
■Scene 3 ≪宇宙の広がり≫
色とりどりの星の光が、加速して拡張してゆきます。

▲スターライトガーデン 2013 イメージ

■Scene 4 ≪星の交差≫
縦横無尽に立体交差する星の光でフィナーレを迎えます。

＜スターライトガーデン人気の 5 つのポイント＞


都心で最大級の“見下ろす”イルミネーション
イルミネーションは見上げて楽しむもの、という常識にとらわれず、約 2,000 ㎡の芝生広場に敷き詰められた
イルミネーションを“見下ろす”ユニークなイルミネーションです。都心でありながら広大な敷地の足元に広がる、
色鮮やかな最大級の“見下ろす”イルミネーションの世界をお楽しみください。



青がベースカラーの繊細かつダイナミックな都会派イルミネーション
イルミネーションで人気の高い青をベースカラーに用い、年ごとに様々な演出で繊細かつダイナミックに、毎年
のメインテーマである“宇宙”を新たに表現し続けています。大人の雰囲気と都会派の魅力を放つイルミネーションです。



様々な角度から“宇宙”を体感・楽しめるイルミネーション
色々な角度から“宇宙の広がり”をテーマにした光の饗宴「スターライトガーデン」が楽しめます。ショーでは光が
様々に動き、見る場所によって見え方が異なります。



ビュースポットが満載のイルミネーション
おすすめの東京タワーが望めるスポットやガーデンテラスの一部レストランなど、ビュースポットが満載のイルミ
ネーションです。※開催期間後半の 12 月は混雑が予想されます。ゆっくりとイルミネーションをお楽しみいただく
には、11 月中のご観覧がおすすめです。



駅からのアクセスがよい都心のイルミネーション
都心という立地でありながら、緑あふれる広大な屋外ガーデンに様々に施されたイルミネーションを楽しめます。
駅から近いので、便利にアクセスできるのも人気です。

＜今年の新しいポイント＞


“宇宙の広がり“をダイナミックに表現 ～世界初の新技術「クロスオーバーイルミネーション」を導入～
–

立体交差するアーチを 360 度煌めく光が駆け巡る：
光のアーチを立体的に組み上げ、ダイナミックに加速し動く光の変化が“宇宙の広がり”を表現します。
アーチ上を動く光は、空中に設置しても 360 度光が確認できる LED 素材を使用しました。この技術をイルミ
ネーションに導入するのは世界初となります。様々な角度から煌めく光のショーを堪能いただけます。
3

【場

所】

サンタストリート 場所：プラザエリア

ガレリア 1F ツリーシャワー



たくさんのサンタクロースが出迎える「サンタストリート」
東京ミッドタウンの玄関口であり、様々な人が行き交う外苑東通り沿い
プラザ 1Ｆには、様々なサンタクロースのオブジェが、訪れる皆様をお出
迎えし、クリスマスムードを盛り上げます。
サンタストリート内にひっそりとかくれている「かくれサンタ」を探すのも
楽しみのひとつです。
【期

間】

11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）
▲イメージ

サンタツリー 場所：ガレリア 1F ツリーシャワー


動き出すサンタに注目！「サンタツリー」
毎年ご好評を頂いている「サンタツリー」が今年も登場。ショップ＆レストラン、美術館
などが集積するガレリア 1F の入り口にある、4 層吹き抜けの大空間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。約 1,800 体のサンタクロースを積み上げた、
遊び心のあるツリーを展示します。今年は、からくり時計のようにサンタクロースが時報
とともに動き出す楽しい演出が見所です。クリスマスを迎えるワクワク感を、さらに盛り
上げます。
【期

間】

11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）

【時

間】

11：00～24：00（ガレリア開館時間）
▲イメージ

ミッドタウン・ガーデンなどのイルミネーション


スターライトロード ／場所：ミッドタウン・ガーデン
“宇宙の広がり”がテーマのスターライトガーデンへ続く光の道。
幻想的に輝く青い光のまたたきが、訪れた皆様をメイン会場の壮大
な宇宙空間へと誘います。
【期

間】

【点灯時間】

11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）
17：00～23：00
▲イメージ



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
14 本の木々に約 6 万個の白色 LED と雪が舞い降りる様を表現したスノーフォールを使用したイルミネーション。
シャンパングラスの形とスノーフォールで演出された舞い降りる雪がロマンチックな雰囲気を演出します。
【期

間】

11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）

【点灯時間】

17：00～23：00

【L E D 数】

約 6 万個
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▲昨年の様子



ツリーイルミネーション ／場所：ミッドタウン全域
ミッドタウン・ガーデンや外苑東通り沿いの街路樹をはじめ、東京ミッドタウン周辺を約 38 万個の LED で装飾。
東京ミッドタウンの“おもてなしの心”を表現した、キャンドルの炎色のような暖かみのあるイルミネーションで、
東京ミッドタウンの木々を彩ります。

【期

間】

【点灯時間】

11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）
17：00～23：00
（外苑東通りのみ 24:00 まで）
▲昨年の様子

イルミネーションコンシェルジュ／イルミネーションツアー
東京ミッドタウンならではの“おもてなし”として、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を各種
実施します。



おすすめのクリスマス情報をご案内する「イルミネーションコンシェルジュ」
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等、
東京ミッドタウンのクリスマス情報をご案内します。イルミネーションコンシェルジュ
だけが教える、とっておきのクリスマス情報もあります。
【期

間】

11 月 30 日（土）～12 月 25 日（水） （予定）

【時

間】

18:00～20:00 （予定）

【場

所】

クリスマスイルミネーションエリア各所
（1 日 1 名、赤色の制服を着用した専任スタッフ）
▲イルミネーションコンシェルジュ



クリスマス期間限定の「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余すところなくお伝えするクリスマス期間限定
の特別ツアーを実施します。
【期

間】

11 月 30 日（土）～12 月 19 日（木） （予定）
※1 日 1～3 回、1 回あたりの所要時間約 1 時間

【予 約 方 法】

11 月 14 日（木）（予定）より、東京ミッドタウン WEB
サイトにて、受付電話番号をご案内いたします
（※予約が埋まり次第終了）
http://www.tokyo-midtown.com/

【定

員】

各回 10 名 （予定）

【料

金】

一般 1,500 円、小学生 700 円（税込） （予定）
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▲イルミネーションツアーの様子

