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森ビル株式会社

森ビル株式会社が管理運営する各施設でクリスマスイベントがスタートしました。

今年のクリスマスは、周辺の他社施設とも連携して賑わいを創出し、エリアの魅力を発信します。

エリア連携① アークヒルズ

今年8月に「アークヒルズ 仙石山森タワー」が竣工したアークヒルズは、 「Town with trees 木々がつなぐ街」をテ

ーマに、近隣施設、ホテル、大使館などとクリスマスツリーや音楽などでつながります。昨年秋から開催している「ア

ークヒルズ音楽週間」で培った周辺施設との関係をクリスマスでも継続し、エリア内を回遊いただくためのリーフレッ

トも制作。緑と音楽溢れる国際色豊かなアークヒルズエリアの魅力を発信します。

エリア連携② 表参道ヒルズ・ラフォーレ原宿

表参道・原宿エリアに位置する両施設は、本年 4 月に開業した東急プラザ 表参道原宿（運営：東急不動産 SC マ

ネジメント株式会社）と初めて連携します。ウォルト・ディズニー生誕 110 周年を記念してウォルト・ディズニー・ジャ

パン株式会社が展開している「ドリームプロジェクト」の一環として、“つなげよう、つながろう。DREAM

TOGETHER”をコンセプトに、それぞれの施設で、ウォルト・ディズニー110 周年アニバーサリーのフィナーレを飾

る限定商品の販売やイルミネーション、イベントなどを実施。エリア全体でディズニーの世界感が体験できます。

エリア連携③ ヴィーナスフォート

お台場エリア内の 13 の施設が一体となりアニメ「ONE PIECE」の映画最新作公開を記念し展開している「イルミネ

ーションアイランドお台場2012 ONE PIECE FILM Z」にヴィーナスフォートも参画。ヴィーナスフォート2F“教会広

場”にて映画の映像を用いた今話題の「プロジェクションマッピング」をショー仕立てで展開しています。

六本木ヒルズ 冬の風物詩に新たな取り組み

冬の風物詩となった全長 400m に渡る六本木けやき坂通りのイルミネーションに、今年から初めて「動き」の演出が

加わりました。他にも66プラザや毛利庭園のイルミネーション、海抜250ｍの展望台で夜景と共に楽しめるツリーな

ど、六本木ヒルズエリアでも多様なシチュエーションをお楽しみ頂けます。

森ビルは今後も、自社施設だけでなく周辺施設とも連携を図り、エリア一体、そして東京の魅力を高めて参ります。

アークヒルズエリア、原宿・表参道エリア、お台場エリア

森ビルが提供するヒルズのクリスマスがスタート
～周辺施設と連携し、エリア一体で賑わい創出～

【本件に関するお問合せ先】

森ビル株式会社 広報室 田澤 、山岡

TEL：03-6406-6606 FAX：03-6406-9306 E-mail：koho@mori.co.jp

アーク・カラヤン広場（イメージ）

アークヒルズエリアの

クリスマスをまとめた

リーフレット（イメージ）



アークヒルズ：『アークヒルズ WINTER 2012 – 2013』

本年 8 月にアークヒルズ 仙石山森タワーが竣工し、エリアとしての魅力が高まるアークヒルズでは、近隣施設、

ホテル、大使館などと連携して、「Town with trees 木々がつなぐ街」をテーマにクリスマスツリーや音楽でで一つ

につながります。アークヒルズのイルミネーションは新しくなったアークヒルズロゴの “+”（Plus）をモチーフに展開

します。

■アーク・カラヤン広場：Tree of “+” (Plus)

Tree of Town の中心となるアーク･カラヤン広場には、高さ約 10ｍの光の Tree が

出現します。メインモチーフの“＋”（Plus）には、このエリアがここで過ごす人々の

文化や交わりから、さまざまな「＋」が生まれる街になるようにとの願いが込められ

ています。

期 間：11 月 27 日（火）～2013 年 1 月 6 日（日）予定

■仙石山プラザ：Tree of “+” (Plus)

アークヒルズエリアの中にあり、生物多様性に配慮した植物を多く配しているアー

クヒルズ 仙石山森タワー前の仙石山プラザでは、初めてのイルミネーションが点

灯します。植物を美しく見せるためのイルミネーションは、仙石山森タワーのライト

アップと合わさり、美しい空間を醸し出します。

期 間：11 月 27 日（火）～2013 年 1 月 6 日（日）予定

エリア連携
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アークヒルズエリア

●赤坂インターシティ

●泉ガーデン

●ホテルオークラ東京

●
日本財団

アークヒルズ 仙石山森タワー

アークヒルズ

● 連携施設

溜池山王駅

イメージ

●スウェーデン大使館

●ANA インターコンチネンタルホテル東京
●サントリーホール

●霊南坂教会



表参道ヒルズ ・ ラフォーレ原宿：

『Walt Disney 110th Anniversary 表参道原宿 DREAM TOGETHER プロジェクト 2012』

～表参道ヒルズ、ラフォーレ原宿、東急プラザ 表参道原宿が初めて連携～

『Walt Disney 110th Anniversary 表参道原宿 DREAM TOGETHER プロジェクト』 とは、ウォルト・ディズニー生誕

110 周年を記念してウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が展開している「ドリームプロジェクト」の一環として、

表参道原宿エリアの主要 3 商業施設、表参道ヒルズ、ラフォーレ原宿、東急プラザ 表参道原宿（運営：東急不

動産 SC マネジメント株式会社）が初めて連携して行うクリスマスプロジェクトです。“つなげよう、つながろう。

DREAM TOGETHER”をコンセプトに、それぞれの施設で、ウォルト・ディズニー110 周年アニバーサリーのフィナ

ーレを飾る限定商品の販売やイルミネーション、イベントなどを展開し、表参道原宿の街から日本全国へ笑顔と

元気を贈ります。

■表参道ヒルズ：ディズニーキャラクター達と祝う、愛に包まれたクリスマス

ウォルト・ディズニーが周りの人々を深い愛情で包んでいたように、表参道ヒルズも

訪れるすべての人々に「Love～愛に包まれたクリスマス～」を感じていただける空

間を演出。メインエントランスには、ハートを背景にしたミッキーとミニーのフォトスポ

ットが登場。吹抜け大階段には、スワロフスキー・エレメントやミラーボール、色とりど

りのLEDで彩られた約10ｍのプリンセスツリーが登場し、華やかな空間で、ディズニ

ーのプリンセス達とともにクリスマスの舞踏会が行われるような環境演出も施します。

期 間：開催中～12 月 25 日（火）

■ラフォーレ原宿：Ｍａｇｉｃal Present

ラフォーレ原宿ではディズニーの魔法にかけられたような真っ赤なプレゼントボッ

クスをモチーフに館内装飾やエントランスフォトスポットを展開。中央階段はクリス

マスパーティーを感じさせるレッドカーペットのような不思議で愛らしいクリスマスヴ

ィジュアルで彩ります。

また、クリスマス期間限定ショップでは大人女性の感性を刺激する 2 つのショップ

「carnet（11/23-12/5）」と「SEE BY CHLOÉ CHRISTMAS POP-UP BOUTIQUE

（12/7-12/25）」が登場。今年のラフォーレ原宿がお届けする 2 つの異なる Xmas

期間限定ショップをお見逃し無く。

期 間：開催中～12 月 25 日（火）

エリア連携

©Disney  

©Disney  Design by ベルベッタ・デザイン 

●東急プラザ 表参道原宿

表参道・原宿エリア

● 連携施設

原宿駅

明治神宮前駅



ヴィーナスフォート： VENUSFORT ILLUMINATION 2012 Christmas

ヴィーナスフォートが位置するお台場では、お台場にある 13 の施設が一体となって大人気アニメ“ONE PIECE”の

劇場版最新作「ONE PIECE FILM Z」の公開を記念したイベント「イルミネーションアイランドお台場 2012 ONE

PIECE FILM Z」で盛り上がります。ヴィーナスフォート、アクアシティお台場などそれぞれの施設ごとにユニークな

演出を用意。ヴィーナスフォートでは今話題のプロジェクションマッピングを教会広場でショー仕立てに演出します。

ヴィーナスフォート冬の風物詩となっている神話をモチーフとしたイルミネーションや降雪イベント「SNOW WISH」、

またパレットプラザに設置するクリスマスツリーも毎年の人気企画となっています。

■ ONE PIECE プロジェクションマッピングショー

ヴィーナスフォート 2F 教会広場では映画の映像を用いた今話題の「プロジェ

クションマッピング」をショー仕立てでご覧いただけます。幅広い世代に大人気

の“ONE PIECE”の世界観をダイナミックに味わえます。その他にも限定グッズ

の販売や、コラボメニュー、スタンプラリーなど、各種コンテンツをご用意してお

ります。

期 間： 開催中～2013 年 1 月 31 日（木）

場 所： 2F 教会広場

■VenusFort Illumination 12-13

Night Venus ～Light for wishing 希望の光～

ヴィーナスフォート冬の風物詩“イルミネーション”が今年も館内に「希望の光」

を輝かせます。ローマ神話をモチーフとしたイルミネーションが、中世ヨーロッ

パの街並みを模した館内全体に広がり、幻想的な雰囲気を醸し出します。天

空から降り注ぐ美しい光が、皆様に夢と希望を与えます。

期 間： 開催中～2012 年 3 月 17 日（日）

※2/25、2/26 は休館日のため除く

場 所： 噴水広場、オリーブ広場、ほか

エリア連携

ONE PIECE プロジェクションマッピングショー（イメージ）
© 尾田栄一郎/2012「ワンピース」製作委員会 

お台場エリア

＜連携施設＞

①ホテル日航東京

②アクアシティお台場

③シネマメディアージュ

④東京ジョイポリス

⑤デックス東京ビーチ

⑥ホテルグランパシフィック LE DAIBA

⑦フジテレビ

⑧ダイバーシティ 東京プラザ

⑨りんかい線「東京テレポート」駅

⑩メガウェブ

⑪パレットタウン大観覧車

⑫ゆりかもめ「新橋」駅

①

②③

④⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩⑪

⑫



六本木ヒルズ：『『AArrtteelllliiggeenntt CChhrriissttmmaass 22001122』』

■■ ククリリススママススイイルルミミネネーーシショョンン

冬の風物詩として定着した“けやき坂イルミネーション”をはじめ、66 プラザ、毛利庭園の3 ヶ所で、エリアごとに

個性溢れるイルミネーションを展開します。

■■ククリリススママススママーーケケッットト 22001122

冬のイベントとして定着してきた本場ドイツの雰囲気を楽しむことができる

本格的な「クリスマスマーケット」を今年も実施します。

会場となる大屋根プラザには、もみの木のガーランド、天使やサンタクロー

スといった素材で楽しい装飾の屋台が連なります。クリスマスの時間を楽し

くするフードやグッズも販売します。

期間： 12 月 1 日（土）～12 月 25 日（火）

場所： 大屋根プラザ

六本木ヒルズでは、このほかにも、「愛する人への想い」をテーマに、音楽を通じて心あたたまる時間と空間を創

出するクリスマスコンサートを開催。ショップ&レストラン各店では、「感謝の心で迎えるクリスマス」を表現する、と

っておきのアイディアをご提案します。

けやき坂イルミネーション

約 400ｍ続く「六本木けやき坂通り」を白色と

青色の LED で彩る「SNOW ＆ BLUE」が

登場。毎年定番となったイルミネーションの

輝きに、今年は「動き」の演出が加わり、新た

な煌きが誕生します。

その無数の光が舞い踊る光景は、ここでしか

体験できない幻想的な空間です。

期間：開催中～12 月 25 日（火）

場所：六本木けやき坂通り

66 プラザイルミネーション

ヒルズの玄関口である 66 プラザには、高さ

約 5ｍ、琥珀色の光を放つシンボルオブジェ

が出現。多くの人が行き交い、慌しく過ぎて

いく昼間の雰囲気から一転、日没後はゆっ

たりとした時が流れ、広場全体が暖かい光に

包み込まれます。

期間：開催中～12 月 25 日（火）

場所： 66 プラザ

毛利庭園イルミネーション

神秘的な演出をみせる毛利庭園のテーマは

「時の結晶-Time of Crystal-」。毛利池の水

面には、庭園の樹木から放たれる自然のエ

ネルギーが結晶となるような時をイメージし

た水上に浮かぶ『樹氷の杜』が登場し、聖夜

を美しく輝かせます。

期間：開催中～12 月 25 日（火）

場所：毛利庭園

けやき坂のイルミネーションに「動き」の演出が初登場！

「響明-Sympathy Moment-」をテーマにした「けやき坂のイルミネーション」に初めての取り組みとして「動き」の

演出が加わりました。全長 400m に渡る大河の煌めきを体験いただけます。

＜1 時間に 2 回の展開＞

・毎時 0 分からの約 5 分間（0～5 分）⇒ ダイナミックな光の演出

・毎時 30 分からの約 5 分間（30～35 分）⇒ 穏やかな光の演出 ※その他の時間は全点灯となります。

昨年の様子



■■天天空空ののククリリススママスス 22001122 ～～SSKKYY DDRREEAAMM IILLLLUUMMIINNAATTIIOONN～～

海抜 270 m で「CHRISTMAS PARTY！」

360度夜景に包まれる海抜270mのオープンエア展望台『スカイデッキ』で開催中の

ウォルト・ディズニー生誕 110 周年記念『スカイ・ドリーム・デッキ』がクリスマス仕様に

バージョンアップ。華やかなイルミネーションが加わり、まるでクリスマスパーティー

に参加したような楽しい気分を演出します。ウォルトのお誕生日である12月5日(水)

には、52F のスカイギャラリーに森田恭通氏がプロデュースの「スカイ・ドリーム・ツリ

ー」が登場。また J-WAVE がセレクトした豪華アーティストによるスペシャルなクリス

マスライブを今年も開催。煌く夜景を楽しみながら心躍る体験をお届けします。

期 間： 11 月 23 日（金・祝）～12 月 25 日（火） ※ツリーは 12/5 から

場 所： 六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー（森タワー52F・屋上）

上海環球金融中心： SPARKLING WINTER

来年5周年を迎える上海環球金融中心では、2008年竣工以来、5度目のイルミネーションシーズンとなります。

11月19日（月）より、建物低層部周辺の花壇や木々の上に飾られる、青と白のLEDライト合計22万灯が、延べ1,000

㎡にもわたり、美しいウィンターイルミネーション空間を演出します。また、12月20日（木）から12月25日（火）まで、ク

リスマス特別ライトアップとして、101階建て492m高さのビル全体が青く染め上げられます。

クリスマス情報をまとめた施設毎の資料も用意しております。

ご希望の方は、森ビル広報室までご連絡下さい。

（イメージ） ©Disney  

ライトアップイメージ


