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六本木ヒルズでは、2018 年 11 月 5 日（月）に行われた六本木けやき坂通りのイルミネーション点灯式を皮切りに、

クリスマスイベント「Roppongi Hills Christmas 2018」がスタートしました。今年のイルミネーションのテーマは、「LIVE Veil」。

約 400m 続くけやき坂通りが、点灯の瞬間から樹氷のように光り輝く冬の散歩道に変身します。また、66 プラザやウェストウ

ォークに登場する個性的なクリスマスツリーと、池に反射する幻想的な風景が楽しめる毛利庭園のイルミネーションは、11 月

16 日（金）より一斉点灯。六本木ヒルズのイルミネーションは、ディナーの後でも楽しむことができるので、夜のデートスポットと

してもオススメです。 
 

期間中は、本場ドイツの雰囲気を再現したクリスマスマーケットや、6 組の多彩なアーティストが美しい歌声を披露するクリスマ

スコンサート、生のもみの木を販売するショップなど、クリスマス当日まで満喫できる冬の定番イベントを開催します。また、館内の

レストラン＆カフェでは、聖夜の食卓を彩るクリスマスケーキやクリスマス限定のオリジナルスイーツやメニューを提供・販売します。 
 

この冬も六本木ヒルズで、イルミネーション、クリスマスイベント、グルメなど、この場所でしか体験できない特別なクリスマス

をお楽しみください。 
 

Roppongi Hills Christmas 2018 開催概要   
日 程： 11 月 5 日（月） ～ 12 月 25 日（火） 
場 所： 六本木ヒルズ施設内 （六本木けやき坂通り、66 プラザ、ウェストウォーク、六本木ヒルズアリーナ、大屋根プラザなど） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

    
本格ドイツ料理やオーナメントなど約 2,000 種類が集結する都内の老舗マーケット 

「クリスマスマーケット 2018」 11/23 スタート   
クリスマスコンサートは、個性豊かな出演アーティスト 6 組が決定！ 

クリスマスケーキ＆限定スイーツも販売！今年は進化系ブッシュ ド ノエルが多数登場  

＜六本木ヒルズ 2018 年クリスマス情報第 2 弾＞ 
 

 
◇本リリース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 株式会社プラップジャパン 
担当： 山本純也、渡邉茂一、山村麻里惠 担当： 中野身穂、梅木優、須藤千賀子 
TEL： 03-6406-6350 FAX： 03-6406-6483 TEL： 03-4580-9101 FAX： 03-4580-9127 

2018 年 11 月 14 日 



            

2 
 

◆本場ドイツの楽しみ方1． オリジナルマグカップでドリンクを飲もう！ 
本場ドイツでは、マーケットごとに展開されるオリジナルのマグカップを購入して、赤ワインとス

パイスで作る温かいグリューワインを、マーケットオリジナルのマグカップで飲むのが定番です。

毎年デザインの変わるマグカップ目当てのお客様も多くいるほど。六本木ヒルズでは、「クリ

スマスマーケット限定オリジナルマグカップ」（¥950）を販売。絵柄は 2 種類で、2 つのマグカ

ップを重ねると 1 つの絵が完成する仕掛けも！ 
 
◆本場ドイツの楽しみ方2． オリジナルのクリスマスツリーを作ろう！ 
ドイツでは、どのご家庭でも毎年オリジナルのクリスマスツリーを飾ります。ドイツの人は、クリスマスツリーを作る過程や時間を楽しむことも

大事にしています。日本では、「ツリーを飾るのは子供のいる家」というイメージがまだありますが、ドイツでは、大人だけの家でも必ず飾る

そう。六本木ヒルズでは、「もみの木ショップ」でもみの木を、「クリスマスマーケット」でオーナメントを購入することでオリジナルのクリスマスツリ

ーを作ることができます。 
 

 
  
 
本場ドイツの雰囲気を感じることができるクリスマスマーケットや多彩なアーティストが登場するクリスマスコンサートに加え、生
のもみの木を販売するもみの木ショップや一年後に届くクリスマスカードを送ることができる wish a wish など、六本木ヒルズ
内では様々なクリスマスイベントをお楽しみいただけます。 
 
クリスマスマーケット 2018   

今年で開催 12 年目を迎える、国内でも有数の老舗クリスマスマーケットとして知られる六本木ヒルズのクリスマスマーケット。
世界最大と言われるドイツのクリスマスマーケットを再現した会場には、屋根の上に豪華なデコレーションが施された屋台 11
店舗が軒を連ね、ドイツオリジナルのクリスマス雑貨やグリューワインやソーセージなどの本格的なドイツ料理など、2,000 種
類以上の商品を販売します。まるでドイツを訪れているかのような心温まるクリスマスをお届けします。 
 
日 程： 11 月 23 日（金・祝） ～ 12 月 25 日（火） 11：00～21：00 
  ※開催初日の 11 月 23 日（金・祝）は 15：00 よりスタート 
  ※金・土・祝前日および 12 月 24 日（月・祝）は 22：00 まで営業延長予定 
場 所： 大屋根プラザ 
協 賛： フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 
  

約 2,000 種類以上の Xmas アイテムが一堂に会する本格派クリスマスマーケットを開催！ 

クリスマスコンサートは 6 組のアーティストによる華やかなハーモニーをお届け！ 

日本のクリスマスマーケットでは、この時期しか出店しない貴重なお
店「ケーテ・ウォルファルト」をはじめ多彩なお店が出店。お香人形
“スモーキー”や木製オーナメント、マグカップ、オーナメントなどを販
売します。 

クリスマスシーズンのお部屋のインテリアに最適！ 

六本木ヒルズでしか購入できないレアアイテムも登場♪ 

 

これが本場ドイツの家庭料理！ 

食べ歩きも◎！クリスマスに欠かせない絶品メニュー♪ 

 ボリューム満点のドイツソーセージやポテトフライ、ドイツビールやホット
ワインなど、定番料理のほかにも、なかなか味わうことのない、本場ド
イツの家庭料理が楽しめるのもクリスマスマーケットの魅力のひとつ。 
 

＜本格クリスマスアイテム＞ ＜本格ドイツ料理＞ 

【ケーテ・ウォルファルト】 
卵型のお香人形「スモー

キー」が人気商品。今年
は聖歌「きよしこの夜」誕
生 200 周年を記念して

「 天 使 オ ス カ ー （ 写 真
左）」が登場します。 
いずれも¥5,680 

【ジョイラッククラブ】 
全てハンドメイドのガラス細
工。繊細でかわいらしいデ

ザインが魅力です。 

【ラスプ スパイスデコレーション】 
スパイスを使ったリースのお
店。シナモンやグローブな
ど素敵な香りが漂います。 

【シグナコレクション 
by ニキティキ】 

壁掛式クリスマス
ツリーがオススメ！ 

【ジャーマン ホット 
スタンド 2018】 

人気商品 7 種のチー
ズドッグとオニオンスー
プとの相性は抜群！ 

【マールツァイト】 
ドイツ版カツレツ「シュニ

ッツェル」やマッシュルー
ムのフライなどボリューム
満点！ 

【マーカスの 
クリスマスカフェ】 

黒ビールで煮込んだドイ
ツ風ビーフシチュー「グー
ラッシュ」は絶品！ 

【ヴァイナハツタンネ】 
伝統製法で作ったシュ

トレンは、大切な方へ
の贈り物にも最適！ 

【カイザーグリル】 
ドイツの屋台風カリー
ヴルストを現地で絶大

な人気を誇るビールと
一緒にどうぞ！ 

【ケーニッヒ】 
良質な日本の国産原

料を使用したソーセー
ジは本物の味を追求
する方にオススメ。 
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クリスマスコンサート  
鑑賞無料の六本木ヒルズのクリスマスコンサートは、開業以来毎年開催している恒例
イベント。音楽を通じて幸せのあり方に思いを馳せる、クリスマスにふさわしい心温まる
時間と空間を演出します。今年の出演者6組は、華やかで個性豊かな演奏を手掛
けるアーティストたちで構成しました。人の声の優しさや歌に込められた愛が感じられ
る、魂に沁みわたるアーティストたちのハーモニーをお届けします。 
 
期 間： 12 月 22 日（土） ～ 12 月 24 日（月・祝） 
場 所： 六本木ヒルズアリーナ 
特 別 協 賛： ベントレー モーターズ ジャパン 
協 賛： 株式会社きんでん 
 

＜アーティスト一覧＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
もみの木ショップ  

生のもみの木やポインセチアなどを販売する「もみの木ショップ」が今年も登場。大小
さまざまな生のもみの木の中からお気に入りを見つけ、大屋根プラザで開催されるクリ
スマスマーケットでオーナメントを購入すれば、自分だけのクリスマスツリーが完成します。 
 
期 間： 11 月 23 日（金・祝） ～ 12 月 25 日（火） ※雨天中止 
場 所： ヒルサイド 1F 
 

wish a wish ～大切な人へ、ハッピークリスマスのメッセージを～  
大切な人へ、そして自分自身へ、一年後に届くクリスマスカードを送ることができる企画です。六本木ヒルズ内で配布してい
るオリジナルクリスマスカードに大切な人へのメッセージを記入し、特設ポストに投函すると、一年後のクリスマスに六本木ヒル
ズからそのお手紙をお届けします。 
 
期 間： 11 月 16 日（金） ～ 12 月 25 日（火）  
協      賛： シチズン時計株式会社 
 
 
 
 
 
 

※過去開催時の様子 

たをやめオルケスタ アノナ トリコロール 東京パイプバンド ジェントル・フォレスト 5 & 
ジェントル・フォレスト・シスターズ 

リトル・キャロル 

▶ たをやめオルケスタ
2008年結成された女性18人編成のビッグバンド。ポップな魂を込めたド迫力のステージを展開
中。2018年8月にはバンド結成10周年を記念したベスト・アルバム『BESTA』を発表。

▶  アノナ
アイルランドを代表するケルティック・コーラス・グループ「アヌーナ」の楽曲を再現するため、結成さ
れた日本生まれのコーラスグループ。アヌーナが歌っているオリジナル曲をはじめ、アイルランドやス
コットランドの伝統音楽や中世の宗教音楽、クリスマス楽曲などをレパートリーにしている。

▶ トリコロール
連続テレビ小説『マッサン』や大河ドラマ『西郷どん』の劇伴にバンドで参加する、注目のインスト
バンド。アイルランド音楽をベースに、3者3様の個性を生かしたパフォーマンスを披露。

▶  東京パイプバンド
スコットランドのバグパイプ演奏を中心としたバンド。20名以上の大編成から、ソロ〜5名など
様々な編成で、英国大使館やSt.パトリックデイパレード等のイベントを中心に活動を行う。

▶ ジェントル・フォレスト 5 &
　ジェントル・フォレスト・シスターズ

ジャズのスタンダードナンバーからちょっと笑えるオリジナルナンバーまで、「楽しさと華やかさをより
フットワークよく」という思いでライブ活動を展開。当日は、アメリカの古いスウィング・ダンスを踊る
ユニット「アモーレ&ルル」が、ゲスト参加し、往年のダンスホールのような雰囲気を演出。

▶ リトル・キャロル
　（2006年以降毎年出演）

1996年、元NHK東京放送児童合唱団（現NHK東京児童合唱団）の卒団生により結成され
た女性コーラスグループ。ポップスとクラシックが融合した独自の世界観を築きあげている。

12月23日（日）

12月24日（月・祝）

12月22日（土）

＜六本木ヒルズにサンタクロースがやってくる！＞ 
街中がクリスマス気分に染まる 12 月 22 日（土）から 24 日（月）の週末の 3 日間。 
六本木ヒルズには、サンタクロースがやってきます。一緒に記念撮影をお楽しみください。 
 
期間： 12 月 22 日（土）～12 月 24 日（月・祝） 
時間： ①13：00 ～ 15：00 ヒルサイド B2F グランドフードホール前 

②16：00 ～ 17：00 ウェストウォーク 2F、③18：15 ～ 20：00 ウェストウォーク 2F 
 

©Getty Images 
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館内のレストランやカフェでは、11 月 16 日（金）～12 月 25 日（火）の期間、聖夜の食卓を彩る特別感たっぷりのクリスマ
スケーキを販売します。今年 4 月にけやき坂にオープンした「ル・ショコラ・アラン・デュカス・六本木」では、斬新な形の新感覚
「ブッシュ ド ノエル」が登場します。また、可愛くて食べるのがもったいないほどフォトジェニックな限定スイーツのほか、9 月に
オープンした「グランドフードホール」では、贈り物や手土産にも最適なメニューも登場し、家族や恋人、友人同士でシェアし
ながら味わいたい、クリスマス当日までの気分を盛り上げるメニューが目白押しです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

しっとりとしたバター生地にバニラクリ
ームを合わせた「ツリー」と「ヒイラ
ギ」。チョコレートバタークリームの「サ
ンタ」、チョコレート生地とクリームチ
ーズが調和する甘さ控えめの「ジン
ジャーマン」の 4 種類が楽しめます。 
レギュラーサイズ￥648 
タイニーサイズ￥324 
 

真っ赤なラズベリームースとホ

ワイトチョコレートムースは相

性抜群。プレートに散らしたサ

クサクのメレンゲパウダーはホ

ワイトクリスマスをイメージして

います。 
￥1,080 
 
 
 
 

優しいチョコレートムースに、濃厚なヘー
ゼルナッツクリーム、香り高いヘーゼルナッ
ツのキャラメリゼを加え、食感と深みのあ
る味わいに仕上げました。 
（直径 14cm × 高さ 5cm） ￥5,616 

しっとり濃厚なチョコレートと甘酸っぱいラズベ
リームースがマッチした「ヒルズ ダル・マット」
特製クリスマスケーキです。ケーキの上には、
キュートなスノーマンが。 
（直径 15cm × 高さ 5.5cm） ￥4,860 

口当たりのなめらかなミルクソフ

トに、抹茶のパウダーでグリーン

の葉をアレンジ。赤スグリ、ブル

ーベリー、フレークにはフランボワ

ーズのソースを合わせました。 

￥650 

オーダーごとに丁寧に焼き上げる口

どけの良いパンケーキに、ミルククリー

ムとピスタチオのアイスクリームを添

え、甘みと酸味のバランスのよいミック

スベリーソースをかけました。 

￥1,800 

ローラズ・カップケーキ 東京 
＜1 日限定 10 食＞ 

ヒルズ ダル・マット パーク 6 パワード バイ ボンドルフィ ボンカフェ  
＜1 日限定 15 食＞ 

エッグセレント 

ヒルズ 
限定 

ヒルズ 
限定 

ヒルズ 
限定 

聖夜の食卓を彩るクリスマスケーキ＆クリスマス気分を盛り上げる限定スイーツ 

「冬の夜空」をテーマにした長方形ドーム
型ケーキ。濃厚なチョコレートムースの中
にバニラ、カシスが層になり、聖夜に華や
ぎをもたらします。 
（8.5cm × 17cm）￥3,780 

＜個性豊かな進化系「ブッシュ ド ノエル」が登場！＞ 

＜限定 42 台＞ 

ラ・メゾン・デュ・ショコラ 

＜1 日限定 8 台＞ 

毛利 サルヴァトーレ クオモ 
＜限定 30 台＞ 

ル・ショコラ・アラン・デュカス・六本木 

様々なショコラの風味と食感が楽しめます。
サクサクのプラリネ・フィヤンティーヌを、クレー
ムショコラやキャラメル、ビスキュイショコラで
包み込んでいます。 
（7cm × 22cm） ￥10,260 

アーモンドチョコレートの生地に、濃厚なチョ
コレートクリームやサクサクしたクッキー、ムー
スを重ねて仕上げたクラシックなチョコレート
ケーキです。 
（13cm × 7cm） ￥5,940 

ヒルズ 
限定 

芦屋発のデリ・スーパーマーケット「グランド
フードホール」おすすめのシェフ自慢のロース
トビーフや生ハムやサラミ等を詰め合わせた
オードブルセットが食卓を彩ります。 
￥10,800 （3～4 人前） 
※12/21～12/25 のみ提供、要予約 
 

ホームパーティーの主役になる！ 
＜褒められ手土産＞ 

＜デザイン性に富んだ今年一押しのチョコレートケーキ＞ 

＜限定 200 台＞ 

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 

＜限定 30 台＞ 

ヒルズ ダル・マット 
＜1 日限定 10 セット＞ 

グランドフードホール 

ヒルズ 
限定 

ヒルズ 
限定 

※記載の価格は全て税込です。 

 

＜写真映え抜群！ツリーやスノーマンなどクリスマスモチーフの限定スイーツ＞ 
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六本木けやき坂通りの「けやき坂イルミネーション」をはじめ、66 プラザやウェストウォーク、毛利庭園でも個性溢れるクリスマス

ツリーの展示、およびイルミネーションを開催します。六本木ヒルズ内に点在する美しく輝く光の散歩道をお楽しみください。 
 
けやき坂イルミネーション ～400ｍ続くけやき坂通りが“SNOW&BLUE”の並木道に～  

開業 15 周年を迎えた六本木ヒルズのけやき坂イルミネーションの今年の演出テー

マは「LIVE Veil」。約 70 万灯の LED に彩られた“SNOW&BLUE”のイルミネーシ

ョンが放つ、都会的で洗練された煌きが皆さまをお迎えします。 
 
日 時： 11 月 5 日（月） ～ 12 月 25 日（火） 17：00～23：00 
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： Galaxy 
 
 
NEW 66 プラザ イルミネーション ～生のもみの木を使用した高さ 10m の大迫力ツリー～  

六本木ヒルズの玄関口である 66 プラザには、高さ約 10m の本物のもみの木による

クリスマスツリーが登場します。約 15,000 灯の LED を施した光の妖精のように煌め

くオーナメントと、冬にしか咲かない赤い花の演出は、聖なる夜をロマンチックに彩り

ます。イベント時には点灯シーンが切り替わることで、もみの木の表情も一変。大切

な人と何度も訪れたくなること必至です。 
 
日 時： 11 月 16 日（金）～ 12 月 25 日（火） 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： MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 
 
 
NEW ウェストウォーク イルミネーション ～触れて座れるニットの新感覚ツリー～  

巨大なニットをモチーフにしたツリーが登場。手触りのよい特注のニット生地をふんだ

んに使用した、初の”触れる”ツリーは、量感たっぷりでまるで大きな家具のよう。裾の

部分は触ったり腰掛けたりすることもできます。ツリーを編んでいる柔らかなニット素材

は回廊にも様々な形で登場し、ウェストウォーク全体が暖かなぬくもりに包まれます。 
 
日 程： 11 月 16 日（金） ～ 12 月 25 日（火） 
場 所： ウェストウォーク 2F 南側吹抜けおよび回廊 
デ ザ イ ン： DOMINO ARCHITECTS（大野友資、山本基揮） 
テ キ ス タ イ ル： TEXT （大江よう） 
照 明： Tokyo Lighting Design （矢野大輔） 
 
毛利庭園イルミネーション ～光が水面に反射する幻想的でロマンチックな世界が出現～ 

毛利庭園の池の周囲を取り囲む幻想的な光は、パブリックアート作品「Kin no 
Kokoro」を際立たせ、ロマンチックな世界をお届けします。 
 
日 程： 11 月 16 日（金） ～ 12 月 25 日（火） 17：00～23：00 
場 所： 毛利庭園 
デ ザ イ ン： 内原智史デザイン事務所 
協 賛： 株式会社 Tokyo Tea Trading 
 

 
平成最後のクリスマスシーズンを彩る六本木ヒルズのイルミネーション！ 

けやき坂イルミネーションが点灯！その他３箇所の個性派ツリー＆イルミネーションは、11/16（金）に一斉点灯！  

 

※イメージパース 

※イメージパース 

“SNOW&BLUE” 

※イメージパース 

【株式会社 Tokyo Tea Trading】 
「毛利庭園イルミネーション」は株式会社 Tokyo Tea Trading とのコラボレーションにより実施します。お茶を通じ「安らぎ、癒し、小さな幸せ」の提供を目指

しています。台湾茶をベースにしたホットドリンクを楽しめるイベントも開催します。 


