2019 年 9 月 26 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

きらめく光に包まれるような立体感あふれる演出が登場！

『MIDTOWN CHRISTMAS 2019』開催
2019 年 11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）

「しゃぼん玉イルミネーション」と高さ 8m の Space Tower が出現
東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）は、2019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『MIDTOWN CHRISTMAS 2019（ミッドタウン クリスマス）』を開催いたします。毎年大人気のメイン
イベント「スターライトガーデン 2019」は2019年11月26日（火）から12月25日（水）の期間、実施します。

▲きらめく光で迎える「ツリーイルミネーション」

※画像はすべてイメージ

▲さまざまな宇宙現象を表現するメインイルミネーション「スターライトガーデン 2019」

実施期間：2019 年 11 月 26 日（火）から 12 月 25 日（水）

▲高さ 8m の「Space Tower」
（イメージ）

期間限定演出「しゃぼん玉イルミネーション」（写真・昨年の様子）は 12 月 18 日（水）まで

毎年好評をいただいているメインイルミネーション「スターライトガーデン 2019」は、約2,000㎡の広大な芝生広場で
宇宙空間をテーマに開催し、今年で13回目を迎えます。宇宙を漂う星雲の誕生から始まる今年の演出は、流星が駆け
めぐる様子、ブラックホールに飲み込まれ、引きつけられていく光や星、新しいエネルギーの放出から生まれた小さな光
が次第に星々へと成長していく宇宙現象を描きます。
今年初登場の“Space Tower”は約8mの高さがあり、より立体的で華やかな表現を可能にします。11月26日（火）から
12月18日（水）まで実施される期間限定演出「しゃぼん玉イルミネーション」では、2種類のしゃぼん玉が上空を舞いあが
り、いっそう幻想的な世界を体験いただけます。
そのほか、東京ミッドタウンの玄関口、プラザエリアやガーデンエリアを温かみのある光で彩る「ツリーイルミネーション」
や、ロマンチックな雰囲気を楽しむ「シャンパン・イルミネーション」、ブルーとホワイトの幻想的な世界「スターライトロード」
など街全体を約50万球の多彩なイルミネーションが華やかに演出します。さらに館内では今年も約1,800体のサンタク
ロースがお客様をお出迎えする「サンタツリー」が登場します。

■ 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 オフィシャルサイト： www.tokyo-midtown.com
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都心の夜を青く彩る 「スターライトガーデン 2019」
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 2019」は、東京都心のイルミネーションの
代表格として長くお客様に愛されています。今年は宇宙現象をテーマに、約 19 万球の LED と約 100 個の光る
バルーンに加え、高さ 8m の Space Tower と 2 種類のしゃぼん玉で幻想的な体験をお届けします。
【期

間】

11 月 26 日（火）～12 月 25 日（水）

※荒天中止

※「しゃぼん玉イルミネーション」は 12 月 18 日（水）まで

【場

所】

芝生広場

【点灯時間】

17：00～23：00

【協

ハリー・ウィンストン

賛】

▲ 「スターライトガーデン」（昨年の様子）

よりダイナミック、より立体的な演出が初登場

新演出

宇宙を漂う星雲の誕生から始まるスターライトガーデン。今年初登場する 8m の“Space Tower”を中心に、流星が駆
けめぐる様子やブラックホールに飲み込まれていく光、引きつけられていく星々を表現します。クライマックスは広大な
空間を最大限に活かし、エネルギーの放出と共に小さな光が星々へ成長していく様子を立体的に演出します。

▲ 流星群シーン（イメージ）

▲ ブラックホールシーン（イメージ）

大好評

2 種類のしゃぼん玉が舞う幻想的な期間限定演出「しゃぼん玉イルミネーション」

期間限定演出「しゃぼん玉イルミネーション」では、1 日約 45 万個のしゃぼん玉がスターライトガーデンをより立体的
に見せ、きらめく小さな「クリスタルしゃぼん」と、はじけた瞬間にスモークとなる「スモークしゃぼん」の 2 種類のしゃぼ
ん玉が上空に舞い上がります。星々の誕生から、輝き、それらが爆発する宇宙の姿を表現します。

▲ 「スモークしゃぼん」（昨年の様子）

▲ 「クリスタルしゃぼん」（昨年の様子）

PICK UP

「スモークしゃぼん」は、毛糸などの起毛している手袋で触ると割れにくいので、
手のひらに乗っているような写真を撮ることができるかも！
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光きらめく多彩なイルミネーション


ツリーイルミネーション
キャンドルの灯りのような温かみのあるゴールドのイルミネーションで、おもてなしの心を表現しました。
東京ミッドタウンの玄関口、プラザエリアは、モダンな雰囲気の光でお客様をお迎えします。クラシックな雰
囲気のガーデンエリアとともに、温かいキャンドルカラーのイルミネーションをお楽しみください。
【L E D 数】 約 22 万球
【場
所】 ミッドタウン・ガーデン、外苑東通り沿い、プラザ 1F
【期
間】 11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）
【点灯時間】



17：00～23：00 ※プラザ 1F は 24：00 まで点灯

シャンパン・イルミネーション
純白の光のしずくがつたいこぼれる、シャンパン・
イルミネーション。シャンパングラスの形に光り、
雪が舞い降りる“スノーフォール”をイメージしたロマ
ンチックな演出をお楽しみください。
【L E D 数】 約 2 万球
【場
所】 ミッドタウン・ガーデン
【期
間】 11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）
【点灯時間】 17：00～23：00



スターライトロード
ゆるやかなカーブを描く光の道「スターライトロード」。ブルーとホワイトの光で幻想的な世界を演出します。
【L E D 数】 約 7 万球
【場
所】 ミッドタウン・ガーデン
【期

間】 11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）

【点灯時間】 17：00～23：00

※画像は全て昨年の様子
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イルミネーションとあわせて楽しむ東京ミッドタウン


イルミネーション フォトサービス
「スターライトガーデン 2019」を背景に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】 11 月 29 日（金）～12 月 15 日（日）

【時
【場
【料
【運

間】
所】
金】
営】

※期間中の金曜・土曜・日曜・祝日のみの実施

18：00～20：00 ※雨天中止
芝生広場
1,000 円（税別）～
写真スタジオ hollyhock（ガレリア 2F）
▲イメージ

館内外でクリスマスを飾るツリー


サンタツリー
小さなサンタクロースのオーナメント約 1,800 体で飾られる高さ約 4m の「サンタツリー」が、今年も吹き抜けの
大空間に登場します。合計で 12 組の気まぐれサンタがサンタツリーから抜け出し、館内とガーデンにお出か
けします。ミッドタウン各所に隠れたサンタを探す参加型イベントです。
【期
【時
【場

間】 11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）
間】 11：00～24：00
所】 ガレリア１F ツリーシャワー

▲館内各所にお出かけしている
気まぐれサンタを探す楽しみも

▲小さなサンタが約 1,800 体登場



クリスマスツリー
本物のモミの木のクリスマスツリーがクラシックな装飾で飾られ、
ロマンチックで華やかなクリスマスムードを演出してくれます。フォト
スポットとして昨年も多くの方にお楽しみいただきました。
【期
【時
【場

間】 11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）
間】 17：00～23：00
所】 ミッドタウン・ガーデン

▲「ツリーイルミネーション」

4

※画像は全て昨年の様子

クリスマスを盛り上げる館内イベント


クリスマスマーケット
今年も東京ミッドタウンに楽しく賑やかなクリスマスマーケットが
やってきます。3 店舗がクリスマスの期待を高めるさまざまな
アイテムをご紹介します。身近な方へのギフトや、ご自身の
ホームデコレーション用のお買い物にぜひお立ち寄りください。
【期
【時
【場

間】 11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）
間】 11：00～21：00
所】 ガレリア B1
▲昨年の様子

＜出店例＞
HARMONIER
ヨーロピアンクラシックをベースに海外より輸入をしたクリスマスアイテムを取り扱うショップ、
「ハルモニア」が今年も登場します。
Spot Write
国内では取り扱いの少ない海外デザイナーズステーショナリーやギフト雑貨のセレクト
ショップです。クリスマスカードを中心にギフトバッグ、ラッピングペーパーなどを展開します。



期間限定ショップ ジャンニ キアリーニ ポップアップ ショップ
イタリア・フィレンツェ発、コンテンポラリーレザーブランド「ジャンニ キアリーニ」。上質・モダン・機能性を実
現したコレクションを展開します。
【期
【時
【場



間】 11 月 6 日（水）～12 月 1 日（日）
間】 11：00～21：00
所】 ガレリア B1 期間限定ショップ

期間限定ショップ パティスリー モンシェール
素材と製法にこだわった“ときめき”と“信頼”あるお菓子を通して、人と人の心をつなぐパティスリーです。
【期
【時
【場

間】 12 月 3 日（火）～12 月 25 日（水）
間】 11：00～21：00
所】 ガレリア B1 期間限定ショップ

同時開催イベント フジフイルム スクエア


角田明子写真展「サンタさんが いっぱい」 Merry Many Santa Clauses!
サンタクロースの写真を撮り続けている写真家 角田明子氏の写真展を開催いたします。
デンマーク、ノルウェー、スウェーデンでの角田氏のこれまでの作品群の中から選りすぐった作品に加え、今
年の夏にデンマークで撮影した「World Santa Claus Congress （世界サンタクロース会議） 2019」での最新
の作品を展示します。また、12 月 15 日(日)に角田氏とグリーンランド国際サンタクロース協会公認サンタク
ロースのパラダイス山元氏によるギャラリートークを実施いたしますので是非ご参加ください。
【期
【時

間】 12 月 13 日（金）～12 月 27 日（金）※期間中無休
間】 10：00～19：00
※入館は閉館の 10 分前まで／最終日は 14：00 まで

【会
場】
【料
金】
【主
催】
【後
援】
【ディスプレイ協力】
【U R L】
【問い合わせ】

フジフイルム スクエア スペース 2
無料 【作品点数】 四切・全紙・全倍サイズ、カラー、約 60 点
富士フイルム株式会社
デンマーク大使館、ノルウェー大使館
Afternoon Tea LIVING
http://fujifilmsquare.jp/detail/19121302.html
フジフイルム スクエア （03-6271-3350）
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▲世界サンタクロース会議に出席した
イギリスのサンタさん ©akiko tsunoda

