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2013 年 10 月 2 日

六本木ヒルズ 2013 年クリスマス情報 第一弾

Roppongi Hills 10th Anniversary Christmas

10 周年を迎えた六本木ヒルズのクリスマスは、けやき坂イルミネーション点灯を皮きり
にスタートします。
冬の風物詩となった約 400m のけやき並木に圧倒的な存在感を放つ「六本木けや
き坂イルミネーション」をはじめ、「66 プラザ」「ウェストウォーク」などのエリアも、それぞ
れ特色のあるクリスマスの演出で彩られます。
今年 7 回目の開催となる本場ドイツのような雰囲気が楽しめる「クリスマスマーケッ
ト」や、「クリスマスコンサート」などクリスマスならではのイベントを開催。また、六本木
ヒルズ内の各店舗では、クリスマスの限定商品、クリスマスディナー、スペシャルスイー
ツなどで皆さまに特別な時間を提供いたします。

期間： 2013 年 11 月上旬～12 月 25 日（水）

■クリスマス イルミネーション＆デコレーション

○ けやき坂イルミネーション
六本木ヒルズがオープンした 2003 年から 10 年にわたって親しまれている白と青の LED
で彩られた「SNOW ＆ BLUE」のけやき坂イルミネーション。今年も純白の白い雪が青
い輝きをともなって光る結晶のように美しい光景がご覧いただけます。
さらに今年は、スペシャルな演出として 10 周年のセレブレーションカラーである“Red,
Umber, Candle”で彩られた新しい暖色系のイルミネーションが加わり、全く違った表情
のけやき坂イルミネーションもご披露します。
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： 11 月上旬～12 月 25 日（水）
時 間： 17：00～23：00

毎時 0 分から 10 分間は“Red, Umber, Candle”のイルミネーション、それ以
外の時間は SNOW & BLUE のイルミネーションとなります。

場 所： 六本木けやき坂通り
ライティングデザイン： 内原智史デザイン事務所
協 賛： サムスン電子ジャパン株式会社

セレブレーションカラーのイルミネーション（イメージ） SNOW & BLUE のイルミネーション（2012 年）
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○ 66 プラザイルミネーション
六本木ヒルズの玄関口である 66 プラザには、高さ約 10ｍのシンボルツリーが登場しま
す。誰もが心に描くようなあたたかなクリスマスツリー。広場全体が暖かい光に包み込ま
れます。ツリーに飾られるキャンドルをモチーフにしたイルミネーションには、OLED（有機
EL）を使用します。伝統的なクリスマスツリーと先端技術のコラボレーションによるイルミネ
ーションをお楽しみいただけます。

期 間： 11 月 12 日（火）[予定]～12 月 25 日（水）
時 間： 17：00～24：00
場 所： 66 プラザ
ライティングデザイン： 内原智史デザイン事務所
協 賛： サントリー酒類株式会社

○ ウェストウォーク クリスマスデコレーション “Joy to the Love”
普段は高感度なショッピングエリアとして親しまれているウェストウォーク。
長さ約 100 メートルの回廊がクリスマスデコレーションで彩られるのは、今年が初めてとな
ります。光と煌めきを操るアート集団「ミラーボーラーズ」による、華やかでアーティスティッ
クなミラーボールを使った演出で、クリスマスの祝祭感を演出し、ウェストウォーク南側の
吹き抜けにはハートをモチーフにしたオブジェがこの空間に華を添えます。

期 間： 11 月 14 日（木）[予定]～12 月 25 日（水）
時 間： 17：00～24：00[予定]
場 所： ウェストウォーク
協 賛： メットライフアリコ生命保険株式会社

リーボック ジャパン

ウェストウォーク

クリスマスデコレーション

（イメージ）

66 プラザイルミネーション（イメージ）
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■ クリスマスマーケット 2013
今年で 7 回目の開催となる、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」。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。今回は、初出店を含む計 11 店
舗でクリスマスの時間を楽しくするフードやグッズを販売します。
また、今年も MasterCard と共同で、東日本大震災の震災遺児を支援するチャリティ
ープログラムを実施します。

期 間： 11 月 30 日（土）～12 月 25 日（水）
時 間： 11：00～21：00
場 所： 大屋根プラザ
協 賛： MasterCard

■ Roppongi Hills Chiristmas Concert 2013（仮）
今年のクリスマスコンサートは、「愛する人への想い」をテーマに、音楽を通じて、幸せ
のありかたに想いを馳せるクリスマスにふさわしい、心あたたまる時間と空間を創出し
ます。

期 間： 12 月 21 日（土）～12 月 24 日（火） [予定]
場 所： 六本木ヒルズアリーナ

■ Shops & Restaurants のクリスマスメニュー＆ギフト
六本木ヒルズのショップ&レストラン各店では、「大切な人と過ごす特別なクリスマスの
時」を彩るとっておきのアイディアをご提案します。
日頃の感謝と愛情を込めて、家族、恋人、友人と過ごす“特別な時間”を演出す
るクリスマスディナー、ケーキ、ギフト、そしてご自宅でのパーティに華やかさを添えるア
イテムなどもご用意。
今年のクリスマスが皆様にとって素敵な思い出になるよう、おもてなしいたします。

大屋根プラザ「クリスマスマーケット」（2012 年）
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■ 東京シティビュー×J-WAVE（81.3FM）
「天空のクリスマス 2013」 ～SKY ILLUMINATION～（仮）

東京シティビュー52 階天空回廊内に、アーティストで“Kawaii”カルチャーの第一人者

である、増田セバスチャン氏※監修の、ハッピーでカワイイけど、なんだかせつなくて胸が

キュンとするちょっぴり不思議なクリスマスツリーが登場。（11 月 29 日～設置予定。

*点灯式は 28 日予定）

また、毎年恒例の J-WAVE プロデュースによる、人気アーティスト出演のクリスマスス

ペシャルライブを開催予定。今年も“天空のクリスマス”は、お客様を夜景とツリーと音

楽のコラボレーションで HAPPY な気分に包み込みます。

さらに、夜景を一望できる展望台内のレストラン『マドラウンジ』では期間限定クリスマ

スディナーをご用意し、ロマンティックなクリスマスをお届けします。

期 間： 11 月 29 日（金）～12 月 25 日（水）
時 間： 10：00～23：00（最終入館 22：30） 金・土・休前日は 25：00（最終入館 24：00）

[スカイデッキ]11：00～22：00 まで延長営業（最終入場 21：30）
※荒天時クローズ

場 所： 東京シティビュー（森タワー52F/屋上「スカイデッキ」）
料 金： 一般 1,500 円 / 高校・大学生 1,000 円 / 4 歳～中学生 500 円

※「森美術館」入館料含む / 「スカイデッキ」別途料金（500 円）

※「森アーツセンターギャラリー」で開催中の展覧会は別途料金が必要になります

※増田セバスチャン プロフィール

アートディレクター、作家。6%DOKIDOKI プロデューサー。原宿、Kawaii

カルチャーの第一人者として国内外で活動中。きゃりーぱみゅぱみゅの

ＭＶやライブツアーの美術、宮本亜門演出ミュージカル「ウィズ～オズの

魔法使い～」の美術監督など、同カルチャーをコンテクストとしたアートデ

ィレクションを行っている。

■ グランド ハイアット 東京 2013 Christmas
グランド ハイアット 東京の今年のテーマは「Share the LOVE」。10周年を記念して

「世界中にLOVEがあふれますように」と願いを込めた「LOVE Tree」は10周年のシン

ボルツリーとして季節ごとに変わるオーナメントを販売し、その寄付金を東北復興支

援活動へ寄付する活動を継続的に行ってまいりました。フィナーレを飾るクリスマスシ

ーズンには一年を通じて多くのゲストにご協力いただいたカラフルなオーナメントに彩ら

れたツリーとともに「LOVE Tree」がクリスマスカラーに彩られます。

そのほか、バイオリンやピアノなどの美しい音色に包まれるクリスマスチャリティー生演奏

や、クリスマス“Share the LOVE”チャリティークッキーの販売も行います。

また、クリスマスギフトにぴったりのハンパーを今年も販売。中
でも「10 周年特別ハンパー」は限定 10 台の販売で、ホテル
開業年のヴィンテージのドン・ペリニヨンが入ったゴージャスな
ハンパーとなっております。
ホテル内各レストランのシェフが趣向を凝らしたクリスマスディ
ナーや毎年ご好評いただいている世界の洋菓子大会で優
勝、受賞歴をもつパティシエたちが腕をふるったクリスマスケー
キもご用意いたします。

期 間： 11 月 14 日（木）～12 月 25 日（水）
場 所： グランド ハイアット 東京

10 周年

特別ハンパー

◇取材に関するお問合せ先◇

森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部 （六本木ヒルズ PR） 株式会社プラップジャパン
PR 担当：田部、藤富、山村 担当：町田、川上、江川、右山
TEL：03-6406-6382 FAX：03-6406-6483 TEL：03-4580-9103 FAX：03-4580-9129


