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OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2017
with Panasonic Beauty
「100 色のクリスマスツリーの森」をテーマに、アートを取り入れたクリスマスツリーが初登場

11 月 8 日（水）～ 12 月 25 日（月）開催
表参道ヒルズでは、11 月 8 日（水）～12 月 25 日（月）まで、「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2017
with Panasonic Beauty」と題したクリスマスプロモーションを展開します。期間中、本館 吹抜け大階段では、
「100 色のクリスマスツリーの森」をテーマに、アートを取り入れたクリスマスイルミネーションを初めて実施します。
■表参道ヒルズ初 アートを取り入れたクリスマスツリーが登場
昨年の 10 周年を経て新たなステージに突入した表参道ヒルズ。これまでファッションやライフスタイル
など高感度な情報を発信し続けてきましたが、今後より一層存在価値を高め、そして街に根付いていくため、
「カルチャー」を生み出し、発信していく必要性を感じています。
この冬のクリスマスイルミネーションは、東京の街に溢れる「色」にインスピレーションを受けた作品を
手掛けるフランス人の建築家／デザイナー、エマニュエル・ムホー氏を起用。表参道ヒルズの象徴ともいえる
吹抜け空間を最大限に活用し、「アート」を取り入れたクリスマスツリーが初登場します。
■フランス人建築家／デザイナーが、100 色を使用したクリスマスツリーの森を表現
日本の伝統的な間仕切りから着想を得たエマニュエル・ムホー氏
の「色切／shikiri」（次ページ参照）が生み出す色鮮やかなクリスマス
ツリーの森。ムホー氏が初めて挑戦するクリスマスイルミネーションは、
中央に 70cm の三角錐を重ねた高さ約 7m の白いメインツリーが登場
します。また、周囲の空間は、100 色を使用した約 1500 本のミニツリー
で埋め尽くされます。紙製のツリーが柔らかい光を奏でる光景は、見る
場所・見る角度・見る時間によって無限の色合いを表し、お客様一人
ひとりにエモーションを与えます。
さらに 30 分ごとに行われる特別演出では、音楽に合わせてメイン
ツリーが様々な色に変化し、ミニツリーと連動して光ることにより、幻想
的な世界観を楽しむことができます。
カルチャーの発信地、表参道ヒルズならではの、温かみのある
クリスマスイルミネーションで、友達や恋人、家族と一緒に「アート」な
クリスマスをお過ごしください。
※初日の 11 月 8 日（水）には、ゲストを迎え、プレス向け点灯式を開催予定です。
また、クリスマス限定商品、限定メニュー、イベント情報については 10月中旬にリリース配信予定です。

※イメージ

本件に関する報道関係の方のお問合せ先
表参道ヒルズ PR 事務局：相田・門本・近江 TEL：03-4574-6250 FAX：03-3265-5058 MAIL：omotesandohills@ozma.co.jp
森ビル株式会社 表参道ヒルズ運営室 プロモーションチーム：梅木 TEL：03-3497-0292 FAX：03-3497-0318

イルミネーション演出
昨年の 10 周年を経て新たなステージに立った表参道ヒルズが、これまでとは
一線を画すイルミネーションの可能性を表現するべく取り入れたのは「アート」。
東京の街に溢れる「色」からインスピレーションを受け、数多くの作品を手掛ける
フランス人の建築家／デザイナー、エマニュエル・ムホー氏を起用することで、
表参道ヒルズでしか出会えないエモーショナルなイルミネーション演出に挑戦し
ます。
期間中、本館 吹抜け大階段には「100 色のクリスマスツリーの森」をテーマに、
高さ約 7m の白いメインツリーが登場。加えて 100 色、約 1500 本のミニツリーが
空間全体を埋め尽くし、圧倒的な「色の森」が広がります。紙でできたツリーが
繊細で柔らかな光をまとう空間は、どこか温かみがあり情緒的。加えて 30 分に
1 回の特別演出では、光り輝くメインツリーが黄色、ピンク、緑、青などの様々な
色に変化してミニツリーと連動して光ることにより、お客様に「色の森」を体感して
いただけます。

※イメージ

タ イ ト ル ： OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2017
with Panasonic Beauty
期
間 ： 11 月 8 日（水）～ 12 月 25 日（月）
点 灯 時 間 ： 11：00～23：00
※初日の 11 月 8 日（水）のみ、点灯式終了後に点灯します。

問い合わせ先 ： 03-3497-0310（総合インフォメーション）
※イメージ

特別演出「EMOTIONAL REFLECTION」
毎時 00 分と 30 分には、オリジナルの音楽に合わせて中央のメインツリーが輝き、空間全体を彩る
約 3 分間の特別演出を実施します。鈴の音に呼応するようにミニツリーが瞬きだし、音の重なりから生まれる
リズムに合わせメインツリーが黄色、ピンク、緑、青など様々な色に変化。リズムの盛り上がりと共にメインツリー
が虹色になりクライマックスを迎え、空間全体が幻想的な世界に生まれ変わります。

※イメージ

作者のエマニュエル・ムホー氏は、「そもそも人間は 100 万色近く色を識別することができるにもかかわらず、
現在は黄色、オレンジ、ピンク、赤、緑、青など限られた色の感覚の中で生きている。しかしながら、かつて
の日本には萌黄色、浅黄色など伝統色と呼ばれる色が数多くあり、それが日常だった」と考えています。
そこでこの特別演出では、ツリー自体が幾重にも重なる色のグラデーションを奏で、更に吹抜け空間を
彩るミニツリーとの共演により人々にかつての色彩感覚を取り戻させ、色本来の姿を感じ、よりエモーション
を抱かせるパフォーマンスを繰り広げます。
※各日とも初回の演出は 11：30～、最終回は 22：30～（1 日 23 回）

クリスマスイルミネーション デザイナー
■プロフィール
建築家／デザイナー エマニュエル・ムホー （emmanuelle moureaux）
フランス生まれ。1996 年より東京在住。 emmanuelle moureaux
architecture + design 主宰。東京の“色”と街並が成す複雑な
“レイヤー”と日本の伝統的な“仕切り”から着想を得て、色で
空間を仕切る「色切／shikiri」というコンセプトを編み出す。色を
通して 1 人でも多くの人にエモーションを感じてもらいたいという
想いを胸に、建築、空間、デザイン、アートなど多様な作品を
創造し続けている。東北芸術工科大学准教授。「International
Architecture Awards」、「ARCHITIZER A＋AWARDS」等、国内外
の賞を受賞。URL : www.emmanuelle.jp
〈過去の作品例〉
色を大胆に取り入れた建築（巣鴨信用金庫ほか）、空間デザイン（ABC クッキングスタジオほか）、アート（UNIQLO、
ISSEY MIYAKE ほか）など多数のプロジェクトを手掛ける。インスタレーションでは、2013 年から 100 色で空間を構成する
「100 colors」に着手。東京の色とレイヤーを初めて見たときの感動を、色の圧倒的な存在感で表現している。2017 年 1 月、
国立新美術館「開館 10 周年記念ウィーク」などでもインスタレーションを手掛けている。

巣鴨信用金庫 志村支店

「混色」

「数字の森」

■エマニュエル・ムホー氏のコメント
イルミネーションの制作に携わるのは今回が初めてです。「表参道」の街は、ケヤキ並木や代々木
公園など「緑」が印象的だと感じるため、吹抜け大階段に「森」を作ろうと思いました。幅の狭さに対して
奥行きのある空間なので、同時に 100 色が見えるように調整することが難しいですが、表参道ヒルズの
特徴であるスパイラルスロープをぐるぐる歩き回りたくなるような、立っている位置によって色風景が
変わるインスタレーションにしたいと思っています。色紙がふわっと柔らかく光るクリスマスツリーを、
ぜひ色々な視点から眺めてほしいです。
【協賛】Panasonic Beauty（パナソニックビューティ）
2017 年のクリスマスプロモーションは、【パナソニックビューティ】協賛のもと、
開催します。パナソニックビューティでは「忙しいひとを、美しいひとへ。」を
コンセプトに、美容家電を通じて効率良く美しくなれる「ながら美容」と⾃分で
スペシャルケアできる「本格美容」をご提案していきます。忙しい毎⽇の中で、内⾯
からも、外⾒からも輝ける、美容メソッドもご紹介します。URL：panasonic.jp/beauty/
＜Information ／ 表参道ヒルズ 総合インフォメーション＞
【TEL】 03‐3497‐0310（総合インフォメーション） 【ADDRESS】 〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前 4-12-10
【HP】 www.omotesandohills.com 【facebook】 www.facebook.com/omotesandohills 【twitter】 @omohills
【Instagram】 www.instagram.com/omotesandohills_official/
■営業時間
ショッピング・サービス
11:00～21:00
日曜～20:00
レストラン
11:00～23:30（L.O.22:30）
日曜～22:30（L.O.21:30）
カフェ
11:00～22:30（L.O.21:30）
日曜～21:30（L.O.20:30）
※一部営業時間が異なる店舗もございます。※日曜日が祝日、休日の前日の場合、営業時間は通常と同じになります。
※連休最終日の祝・祭日の営業時間は日曜日と同じです。※クリスマス期間中は営業時間が一部変更になる場合がございます。
■休館日
無休（年 3 日休館日あり） ※次回休館日： 2018 年 2 月 19 日（月）、20 日（火）予定
■アクセス
東京メトロ銀座線、千代田線、半蔵門線「表参道駅」A2 出口より徒歩 2 分
東京メトロ千代田線、副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」5 出口より徒歩 3 分
ＪＲ山手線「原宿駅」表参道口より徒歩 7 分

