2014 年 9 月 25 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

東京ミッドタウンの冬の風物詩 約 50 万個※１の LED が輝く、都会のまん中で楽しむクリスマス
～今年のテーマは街全体を幻想的に彩る
街全体を幻想的に彩る“ミッドタウン
“ミッドタウン・
・クルーズ”～
今年のテーマは街全体を幻想的に彩る
“ミッドタウン
クルーズ”～

『ミッドタウン・
』開催
ミッドタウン・クリスマス 2014』
日本初！イルミネーション演出装置「スティックイルミネーション」が“宇宙旅行”をダイナミックに表現
日本初！イルミネーション演出装置「スティックイルミネーション」が“宇宙旅行”をダイナミックに表現
11 月 13 日（木）～12 月 25 日（木）
東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、2014 年 11 月 13 日（木）から 12 月 25 日（木）の期間、
クリスマスイベント『ミッドタウン・クリスマス 2014』を開催いたします。

▲メイン会場 「スターライトガーデン 2014」 イメージ

▲「ウェルカムイルミネーション」 イメージ

▲「スターライトガーデン」 昨年の様子

※画像はすべてイメージ

8回目を迎える東京ミッドタウンのクリスマス。今年は“ミッドタウン・クルーズ”をコンセプトに、東京ミッドタウンの
街全域を「地球」から「宇宙」への旅を表現する、様々なイルミネーションで彩ります。芝生広場を中心としたイルミ
ネーションは、都会で交通の便もよい立地ながら、視界いっぱいに広がる光と躍動感溢れるダイナミックな演出が
人気を集めています。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560万人を越える来街者を迎え
る人気イベントです。
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 2014」。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した約 18 万個の光の中で、今年初導入となる日本初のイルミ
ネーション演出装置「スティックイルミネーション」が最大 4m の高さで輝き、まるで無重力空間にいるかのような演出
で「スターライトガーデン 2014」のテーマ“宇宙旅行”を壮大に表現します。
東京ミッドタウンのメインエントランスとなる、外苑東通り沿いからプラザエリアの「ウェルカムイルミネーション」は、
プラザエリアをオーロラやサンライズといった、地球での自然現象を想起させるイルミネーションに一新。宇宙への
旅に出かける出発点をイメージしています。また、スターライトガーデンへの入り口となる「スターライトロード」には、
青と白のライトがきらめき、館内には限られた厳冬の地域に起こる自然現象「ダイヤモンドダスト」を表現する装飾
が登場します。街全体で地球から宇宙への旅“ミッドタウン・クルーズ”を表現し、皆様に驚きと感動を提供いたします。
※1：「ミッドタウン・クリスマス 2014」全体で使用する LED の個数

東京ミッドタウン全体で、「地球」から「宇宙」への旅“ミッドタウン・クルーズ”
東京ミッドタウン全体で、「地球」から「宇宙」への旅“ミッドタウン・クルーズ”をイメージした演出でお出迎え
“ミッドタウン・クルーズ”をイメージした演出でお出迎え
注目の
メイン会場

スターライトガーデン2014
日本初！スティックイルミネーションが創り出す、まるで宇宙にいるような光の演出で、宇宙旅行を表現！
スターライトガーデン
ウェルカムイルミネーション 「地球上で起こる自然現象」をテーマに、色とりどりの光でお迎えします
スターライトロード 「スターライトガーデン 2014」へと続く道は青と白の光がまたたき、期待感を高めます
シャンパン・イルミネーション シャンパンの泡が立ちのぼるように光が舞う、華やかなイルミネーション
なお、初日の 11 月 13 日（木）には、イルミネーションの点灯式を予定しています。
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 2014』
』 エリアマップ
11 月 13 日（木）～12
日（木）～ 月 25 日（木）
※エリアによって点灯時間は異なります
12 月中旬からは、スターライトガーデンの鑑賞エリアが混雑し、長時間お待ちいただく状況が
例年発生しておりますので、お早めにお楽しみいただくことをおすすめしております。
特に 12 月 13 日（土）～12 月 25 日（木）の期間は大変な混雑が予想されます。
混雑予想期間中のご取材をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

＜芝生広場、ミッドタウン・ガーデン＞
芝生広場、ミッドタウン・ガーデン＞
17:00～
～23:00
「シャンパン・イルミネーション」
「シャンパン・イルミネーション」

「スターライトロード」
「スターライトロード」

「スターライトガーデン 2014」
」

場所：ミッドタウン・ガーデン 【→p4】
【→ 】

場所：ミッドタウン・ガーデン 【→p4】
【→ 】

場所：芝生広場 【→p3】
【→ 】

メインイベント

港区立檜町公園

＜ミッドタウン・ガーデン＞

ミッドタウン・タワー
ガーデン
テラス

17:00～
～23：
：00
「ツリーイルミネーション」
推奨ルート
ミッドタウン・
ガレリア

【→p4】
【→ 】

矢印のルートが
「ミッドタウン・クルーズ」
推奨ルートです

プラザ
イースト

ミッドタウン・
ウエスト

＜ガレリア＞
11：
：00～
～24：
：00 （ガレリア開館時間）
ガレリア開館時間）

＜プラザ＞

「サンタツリー｣
「サンタツリー｣場所：ガレリア 1F ツリーシャワー
「ダイヤモンド・ダスト」場所：ガレリア吹き抜け

17：
：00～
～24：
：00
一新

「ウェルカムイルミネーション」
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

【→p4】
【→ 】

【→p5】
【→ 】
プラザ１F エリアは「地球の自然現象」を表現！
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スターライトガーデン 2014

場所：芝生広場

都会のまん中で楽しむイルミネーション。今年は“宇宙旅行”をテーマに開催！
都会のまん中で楽しむイルミネーション。今年は“宇宙旅行”をテーマに開催！
宇宙をイメージした青と白の光で、毎年多くのお客様を迎えるメインイベント、「スターライトガーデン」。今年は“宇宙
旅行”をテーマに、様々な光の動きで星屑の浮遊感や宇宙の無重力感を演出し、迫力ある幻想的なイルミネーションの
ショーを約 3 分半にわたって繰り広げます。都心では貴重な約 2,000 ㎡もの広さを誇る芝生広場いっぱいに広がる、
波打つような青い光の空間。都会派イルミネーションとして人気の青をベースカラーに、ピンクや白の光が効果的
に飛びかい、「銀河飛行」や「無重力の世界」をダイナミックに表現します。
今年は日本初のイルミネーション演出装置となる「スティックイルミネーション」がより立体的に、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。最大で 4m の高さで光るスターライト
ガーデンのイルミネーションは、東京ミッドタウン史上初の高さです。
まるで宇宙を旅しているかのような幻想的な空間を、ぜひお楽しみください。
【期
間】
11 月 13 日（木）～12 月 25 日（木） 【点灯時間】
17：00～23：00
【L E D 数】
約 18 万個
【スティックイルミネーション数】
計 264 本
※可動するスティックイルミネーション：6 本、最大高さ 4m

＜今年の新しいポイント＞
日本初！「スティックイルミネーション」が縦横無尽に飛びかう星屑を表現
まるで宇宙を旅しているかのような、≪無重力の世界≫は、下か
ら上へ光が自在に動く264本の「スティックイルミネーション」で多
彩な表情を演出。
「スティックイルミネーション」は日本初のイルミネーション装置で、
テープのように薄い材質で、流れ星のように動きのある光をドラマ
ティックに表現します。また、そのうちの6本は地上から最大4ｍの
高さまで直角に可動し、今までにない立体感と浮遊感を表現しま
す。

▲次々に立ち上がり、幻想的な世界を描き出す、「スティックイルミネーション」。
最大 4m もの高さは、スターライトガーデンのイルミネーション史上初！

“宇宙旅行“をショーのように表現 ～壮大なストーリーを様々なイルミネーション技術で演出～
■Scene 1 ≪宇宙の始まり
宇宙の始まり≫
の始まり≫ 30 秒
青の世界に光が舞い降り、宇宙旅行が始まります。
■Scene 2 ≪銀河飛行≫
銀河飛行≫ 60 秒
きらめく星が集まる銀河を飛び回り、未知の世界へ旅は続きます。
惑星の軌道を描いていた光が次第に大きくなり、銀河を表現。
様々なライトが連動して光り始めます。
■Scene 3 ≪無重力の世界≫
無重力の世界≫ 60 秒
全体に広がっていた光が吸い込まれるように一カ所に集中し、
6本の可動LED、「スティックイルミネーション」がふわりと飛びかいま
す。無重力の世界、浮遊感あふれる幻想的な宇宙を表現します。

Scene 1

Scene 2

Scene 3

Scene 4

■Scene 4 ≪時空を超える旅≫
時空を超える旅≫ 60 秒
宇宙旅行はクライマックスへ向かい、最大の見どころとなる華やかな空
間に。まるで花火のように、自在に浮遊する数々のイルミネーションが
銀河にゆらめく多数の星屑を表現しながらフィナーレを迎えます。

＜スターライトガーデン人気のポイント＞
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”を新たなストーリーで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。
ビュースポットが満載のイルミネーション
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、
おすすめの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
過去の様子
都会のまん中でありながら、緑あふれる広大な屋外ガーデンにダイナミックに施されたイルミネーションを
楽しめます。便利なアクセスで、ショッピングやお食事とともに楽しめるのも人気です。
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ミッドタウン・
ミッドタウン・クルーズを演出！ 街全体に灯る、様々なイルミネーション
ウェルカムイルミネーション ／場所：外苑東通り沿い、
／場所：外苑東通り沿い、プラザ
外苑東通り沿い、プラザ 1F
“ミッドタウン・クルーズ”のスタート地点であり、多くの人が行き交う外苑
東通り沿い、プラザ 1Ｆは、華やかな印象に一新したウェルカムイルミネー
ションが灯ります。
外苑東通り沿いは、ホワイトとピンクで彩られた木々でわくわくした時間への
期待感を高めます。また、プラザエリアでは地球上の「自然現象」をイメージした
オーロラやサンライズをイルミネーションで表現。
フルカラーの LED で表現する 4 種類の自然現象が 15 分ごとにゆっくりと
移り変わり、様々な表情を楽しめます。

【期
間】
【点灯時間】
【L E D 数】

▲プラザエリア イメージ

11 月 13 日（木）～12 月 25 日（木）
17：00～24：00
約 14 万個

▲外苑東通り沿い イメージ

スターライトロード ／場所：ミッドタウン・ガーデン
「スターライトガーデン 2014」へ続く光の道は、ホワイトとブルーを基調に
演出。芝生広場の「スターライトガーデン 2014」で体感する宇宙旅行への
入口となります。

【期
間】
【点灯時間】
【L E D 数】

11 月 13 日（木）～12 月 25 日（木）
17：00～23：00
約 5 万個
▲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
9 本の木々に約 2 万個のホワイト 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】
【点灯時間】
【L E D 数】

11 月 13 日（木）～12 月 25 日（木）
17：00～23：00
約 2 万個

▲イメージ

ツリーイルミネーション ／場所：ミッドタウン・ガーデン
場所：ミッドタウン・ガーデン
メイン会場「スターライトガーデン 2014」、「スターライトロード」へ続く散歩
道には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、おもてな
しの心を表現します。

【期
間】
【点灯時間】
【L E D 数】

11 月 13 日（木）～12 月 25 日（木）
17：00～23：00
約 11 万個
▲イメージ
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館内で楽しむクリスマス

ダイヤモンド・ダスト
ガレリアの吹抜けには、昨年ご好評を頂いた、限られた厳冬の地域だけに出現する光の
奇跡“ダイヤモンド・ダスト”をテーマにした装飾が登場。雲間や山の稜線から太陽が差し
込んだ時に、氷の粒が光を受けて輝く、『サンピラー（太陽柱）』と呼ばれる現象を表現
しました。色鮮やかに光の粒が瞬く空間をお楽しみください。

【期
【時
【場

間】
間】
所】

11 月 13 日（木）～12 月 25 日（木）
11：00～24：00（ガレリア開館時間）
ガレリア吹き抜け
▲昨年の様子

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の入り口、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」に変身します。
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です。
【期
【時
【場

間】
間】
所】

11 月 13 日（木）～12 月 25 日（木）
11：00～24：00（ガレリア開館時間）
ガレリア１F
▲昨年の様子

館内イベント
クリスマスカード・スタンプラリー
館内の様々な場所に設置されているスタンプを使って、世界に一つだけの
オリジナルクリスマスカードが作れます。
【期
【時
【場

間】
間】
所】

11 月 13 日（木）～12 月 7 日（日）
11：00～21：00
ガレリア各所

MIDTOWN CHRISTMAS LIVE 2014
11 月の週末はゴスペルやクラシック、オペラなどのクリスマスライブを開催します。
ひと足早く、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
【時
【場
【出

間】
間】
所】
演】

▲作品イメージ

11 月 29 日（土）、30 日（日）、12 月 6 日（土）、7 日（日）
15：00～20：00 のうち各日 2 公演 各 30 分程度（予定）
コートヤード、ガレリア
東京二期会、構 康憲、徳重 博子

▲過去開催の様子
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イルミネーションを満喫する！東京ミッドタウンのサービス
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
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ご紹介等、
東京ミッドタウンのとっておきのクリスマス情報をご案内します。

【期
【時
【場

間】
間】
所】

11 月 28 日（金）～12 月 18 日（木）
17：30～19：30
クリスマスイルミネーションエリア各所

▲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
クリスマス期間限定の「イルミネーションツアー」
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所を余すところなくご紹介する、クリスマス期間限定の特別ツアーを
実施します。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。

【予約方法】

11 月 28 日（金）～12 月 18 日（木）
※期間中 17 日間開催（約 1 時間）
11 月 21 日（金）より、東京ミッドタウン
オフィシャルサイト（http://www.tokyo-midtown.com/）
にて、受付電話番号をご案内
（※予約が埋まり次第終了）

【定
【料

各回 15 名
一般 1,500 円、小学生 700 円（税込）

【期

間】

員】
金】

▲イルミネーションツアーの様子

イルミネーションをバックに思い出を。
イルミネーションをバックに思い出を。「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 2014」の中に入ったかのような、幻想的な写真を撮影します。
撮影した写真は、サイト上で確認してから購入することができるサービスです。

【期
【時
【場
【料
【運

間】
間】
所】
金】
営】

11 月 25 日（火）～12 月 18 日（木）
18：00～20：00 ※雨天中止
芝生広場「スターライトガーデン 2014」
1,080 円（税込）～
写真スタジオ hollyhock

▲イメージ
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