2014 年 9 月 18 日

六本木ヒルズ 2014 年クリスマス情報 第一弾

Roppongi Hills Christmas 2014
11 月上旬～12 月 25 日（木）
六本木ヒルズのクリスマス「Roppongi Hills Christmas 2014」は、六本木けやき坂通りのイルミネーションの点灯を皮切りに
11 月上旬からスタートします。六本木ヒルズの来街者は、1 年を通してクリスマスシーズンが最も多く、期間中約 700 万人
にものぼり、訪れた方々は、クリスマスイルミネーションやイベント、限定商品、ディナーなどを楽しまれます。六本木ヒルズのク
リスマスはリピーターの来街者が多いことも特徴で、毎年新たなる演出をご用意しております。
約 400ｍの並木を彩るけやき坂 GALAXY イルミネーションは、約 110 万灯の LED の放つ眩い光が街を包みます。今年は
新しい演出として、直径 2m の Hidden Heart（隠れハート）を 2 箇所に設置し、1 時間につき数回ずつ点灯する予定です。
本リリースでは、クリスマスイルミネーション情報を中心に、ご案内申し上げます。

（左上）冬の風物詩となった樹氷の並木道。寒色系のイルミネーション “SNOW&BLUE”
（右上）昨年に引き続き、暖色系のイルミネーション “CANDLE& RED”も点灯
（左下）今年はけやき坂 GALAXY イルミネーションの中に Hidden Heart（隠れハート）が初登場
（中央下）66 プラザにも時間により表情が変わる新しいデザインのクリスマスツリーがお目見え
（右下）人気のクリスマスマーケットには新店舗も登場
※本リリースの画像は全て過去点灯時画像もしくはイメージです
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■ クリスマスイルミネーション
けやき坂 GALAXY イルミネーション
けやき坂 GALAXY イルミネーションは、寒色系の“SNOW ＆ BLUE”と暖色系の“CANDLE & RED”、全く異なる 2 つ
のイルミネーションをお楽しみいただけます。白と青の LED による“SNOW ＆ BLUE”は、降りそそぐ純白の雪が青い輝
きをともない光の結晶となった状態をイメージしており、まるで東京にいち早く樹氷が出現したかのような雪の並木道をご
覧いただけます。一方、赤や電球色の LED による“CANDLE & RED”は、暖かな色合いでけやき坂を染め上げ、観賞
する人々の心を暖めます。対照的なイルミネーションが誘う非現実的な世界は、六本木ヒルズでしかできない体験です。
また、今年から新しい演出として、直径 2m の Hidden Heart（隠れハート）を 2 箇所に設置し、1 時間につき数回ずつ
点灯する予定です。
日 程： 11 月上旬～12 月 25 日（木）17：00～23：00
場 所： 六本木けやき坂通り
内 容： 約 1,100,000 灯の LED（17,000 灯/1 本）
（六本木けやき坂通りの欅 65 本＋周辺）
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

【サムスン電子ジャパン株式会社】
けやき坂のイルミネーションは、サムスン電子ジャパン株式会社と６年目のコラボレーションを迎えます。
今年は、「けやき坂 GALAXY イルミネーション」として、煌くイルミネーションをお届けします。
同社の“スマートフォン”および“タブレット端末”ラインアップは、ハイスペックかつ豊富な機能を搭載し、
多くのお客様にご 愛用いただいています。イルミネーションの青と白の光は、コーポレートカラー
「Samsung BLUE」を連想させるとともに、最先端テクノロジーによって、訪れるお客様のきらめく未来を
支えていきたいという願いが込められています。

六本木ヒルズ クリスマスマスター 六本木ヒルズ PR 田部氏が明かす 3 つの「イルミネーション秘話」

1.イルミネーションの準備は、約 2 ヵ月前から始まります
毎年、欅の成長に合わせ LED の数を拡大して展開するイルミネーション。昨年からは“SNOW & BLUE”に加えて、
“CANDLE & RED”の 2 パターンの色合いを出すため、LED の灯数が例年の約 2 倍に増えました。六本木ヒルズが開業した
2003 年に初めてイルミネーションを開催した時から比較すると、欅の成長分も合わせて LED 数は、なんと 3 倍以上になって
います。その LED を木に巻きつける作業は点灯開始日の約 2 ヶ月前から始まります。実は、約 20 名が作業をしても 1 日に
巻きつけることができる木は 2 本が限界。イルミネーションを綺麗に見せる工夫をしながら 1 本 1 本丁寧に巻きつけていきます。
同じ作業員が作業していくため、LED の巻き方が統一となり、65 本の欅の木々が一体感を持って見えるようになっています。

2.ここはプロポーズや愛の告白のメッカ。今年は Hidden Heart（隠れハート）を見つけてください！
クリスマスシーズンには、毎年多くのカップルが六本木けやき坂通りを訪れ、ここでお付き合いすることや結婚を決めたカップルも
多くいるそうです。イルミネーションの輝きの中で愛が生まれたカップルの中には、毎年このイルミネーションを観賞しに来る方も。
Hidden Heart（隠れハート）の設置場所は 2 か所で、1 時間に数回ずつ点灯する予定です。
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3.人気の撮影ポイントは、東京タワーと 400m 続く迫力のイルミネーション
写真撮影は、東京タワーと一緒に撮影できる、六本木けやき坂通り中央に位置するブリッジの上が一番人気です。点灯の瞬
間は非常に多くの方が点灯を心待ちにしています。ほかにも、けやき坂通り「エスカーダ」前や「ツタヤ トウキョウ ロッポンギ」付
近も坂の上下からイルミネーションの全体像を撮影することができ、人気となっています。

 クリスマスツリー
 66 プラザイルミネーション

ＮＥＷ！

六本木ヒルズの玄関口である66プラザには、新しいデザインの高さ約8ｍのシンボルツリーが登場します。レースのように繊
細な造りのシンボルツリーは、中から光を放ち、その輝き方により、様々な変化をします。時間によって、白く眩く輝く表情、
赤く情熱的な表情、虹色に輝く華やかな表情や琥珀の表情に変化するクリスマスツリーをお楽しみください。
日 程： 11 月 18 日（火）～12 月 25 日（木）
17：00～24：00
場 所： 66 プラザ
内 容： 約 40,000 灯の LED
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
【サントリー酒類株式会社】
「66 プラザイルミネーション」は、サントリー酒類株式会社とのコラボレーションにより
実施します。今回、イルミネーションの展開に合わせ、六本木ヒルズで「ウイスキー
ヒルズ 2014」を開催します。11 月 18 日から 12 月 25 日までの期間中、ヒルズ
カフェ/スペースなど各所で、ウイスキーの美味しさや魅力を知ることのできる、さま
ざまなイベントを企画しています。

 クリスマスデコレーション
 ウェストウォーク クリスマスデコレーション

ＮＥＷ！

ウェストウォークの空間には、アーティストとして活躍する小松宏誠氏によるクリスマスデコレーションが登場します。無数の煌く
羽を持つシャンデリアは、上昇気流により回転し、光あふれるアーティスティックで幻想的なクリスマスを演出します。
日 程： 11 月中旬～12 月 25 日（木）
場 所： ウェストウォーク 2F
アーティスト：小松宏誠
デザイン監修：JTQ

【小松宏誠（こまつ こうせい） プロフィール】
1981 年生まれ。東京芸術大学大学院修了後、アーティストグループ「アトリエオモヤ」のメンバーとして活動を開始。
2014年に独立し、「鳥」や「羽根」をテーマとした作品を展開中。自然が持つテクノロジーと人間の生み出したテクノロジーが交錯する
表現を追求している。
主な作品として、ELTTOB TEP ISSEY MIYAKE/GINZAの店頭インスタレーション、上野の森美術館「〜光のイリュージョン〜 魔法
の美術館」、MEDIA AMBITION TOKYO 2014への出展などがある。

3

 クリスマスイベント
 クリスマスマーケット 2014
今年で 8 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、サンタクロースやトナカイといった素材で楽しい装飾の屋台が連なります。一年中
伝統的なドイツのクリスマスアイテムを取り扱うことで有名な、ロマンティック街道沿いの街に本店を持つ「ケーテ・ウォルファ
ルト」の出店をはじめ、今回は、初出店を含む合計 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。
期 間： 11 月 29 日（土）～12 月 25 日（木） 11：00～21：00
場 所： 大屋根プラザ
協 賛： MasterCard

六本木ヒルズ クリスマスマスター 六本木ヒルズ PR 田部氏が明かす 3 つの「クリスマスマーケット秘話」

1.

六本木ヒルズのクリスマスマーケットは、世界最大のクリスマスマーケットを再現しています。

本イベントは、全国で 2500 以上ものクリスマスマーケットが開かれているクリスマスの国・ドイツにおいて、世界最大とも言われるシュツット
ガルトのクリスマスマーケットを再現しています。各店舗の上には天使やサンタクロース、もみの木のガーランドなど本場ドイツを彷彿させる
装飾を施しています。装飾されるサンタクロースやトナカイ、もみの木はどれも本格的ですので、各店舗の屋根の上にもご注目ください。

2.六本木ヒルズのクリスマスマーケットには、1,000 種以上のクリスマス商品があります。
クリスマスの本場ドイツは、クリスマスの約 4 週間前つまり 12 月 1 日頃から始まり、この期間を“アドヴェント（待降節）”と呼び、クリスマス
マーケットなどでクリスマス商品を購入して準備をします。クリスマスを彩る商品が集まる六本木ヒルズのクリスマスマーケットの屋台では、
クリスマス雑貨、ギフト雑貨、ドイツ料理やスウィーツなど 1000 種類以上の商品をご用意。例えば、物販はクリスマスオーナメント、ドイツ
木工品、香辛料から成るクリスマスリース、ガラス細工など、飲食はドイツソーセージやグリューワイン、バームクーヘンなど。例年、色々な
商品に目移りする方が続出します。

3.ドイツの家庭では定番、でも、日本ではまだまだ知られざるクリスマスマーケットのシンボルがあります。
それは、クリスマスピラミッド。木のぬくもりがあたたかいドイツの伝統的なクリスマスオーナメントです。六本木ヒルズ クリスマ
スマーケットに登場するのは、細部まで丁寧に作られた４段のピラミッドです。人形や動物たちが並ぶ各段には、キャンドル
が施されており、これらのキャンドルの熱（屋内のため電気仕掛け）で、人形や動物が静かに回転します。
また、家庭用の小さなクリスマスピラミッドは、マーケット内の「ケーテ・ウォルファルト」で販売予定です。
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■ 六本木ヒルズ 展望台
東京シティビュー×J-WAVE（81.3FM）
天空のクリスマス 2014 featuring THE WORLD OF TIM BURTON (仮称)
六本木ヒルズ 展望台の 2014 年のクリスマスは、11 月 1 日（土）から森アーツセンターギャラリーで開催される「ティ
ム・バートンの世界」展とのコラボレーション企画として、「TOKYO CITY VIEW ×J-WAVＥ 天空のクリスマス 2014
featuring THE WORLD OF TIM BURTON (仮称)を開催いたします。
煌く夜景の中に出現する”可愛いけれどちょっと不気味なクリスマスツリー「ＧＵＲＵ ＧＵＲＵ ＴＲＥＥ by THE
WORLD OF TIM BURTON (仮称)」が登場！また、J-WAVE CHRISTMAS BAR では、「ＳＵＲＰＲＩＳＥ！」をテー
マに、クリスマスを盛り上げるスペシャルライブやティム・バートン展とコラボレートしたオリジナルメニューをお楽しみいただ
けます。
また、回廊内にあるレストラン「マドラウンジ」では、絶景の中で、極上の素材を使ったメニューをご堪能いただき、ロマ
ンティックなクリスマスを演出します。

日 程： 12 月 2 日(火）～12 月 25 日(木）
平日 10:00～23:00（最終入館 22：30）、金土休前日 10:00～25:00(24:00 最終入館）
場 所 ： 六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー （森タワー52 階）
料 金 ： 一般 1,500 円/ 高校・大学生 1,000 円/ 中学生以下 500 円
問合せ： 03-6406-6652（東京シティビュー ）
※詳細は、決まり次第リリースアウトいたします。
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