2020 年 11 月 10 日
森ビル株式会社

＜六本木ヒルズ 2020 年クリスマス情報第 2 弾＞

約 1,500 アイテムが揃う！屋根付き屋外スペースで楽しむ老舗マーケット

六本木ヒルズ「クリスマスマーケット 2020」開催
期間：11 月 28 日（土）～12 月 25 日（金）
6.5ｍの生木を使ったデコレーションツリーや、高さ 30cm のクリスマスケーキも登場！
六本木ヒルズでは、2020 年 11 月 13 日（金）から始まる六本木ヒルズ「けやき坂通りイルミネーション」の点灯を皮切
りに、クリスマスイベント「Roppongi Hills Christmas 2020」を開催します。期間中は、11 月 28 日（土）に本場ドイツの雰
囲気を再現した「クリスマスマーケット 2020」が大屋根プラザでスタート。約 1,500 種類のクリスマス雑貨やドイツ料理を、屋
根のある屋外スペースで、天候を気にすることなく堪能できます。また、11 月 20 日（金）には、生木を使用した高さ 6.5m
のメインツリーがウェストウォークに登場。是非、クリスマス時期ならではの“生木の香り”をお楽しみください。また、六本木ヒル
ズ内のショップやレストランでは、クリスマスの食卓を彩る豪華なクリスマスケーキの予約が 11 月 1 日（日）から順次スタートし
ています。数量限定のものもありますので、お見逃しなく。
新しい日常の中でも、街全体がきらきらと輝くイルミネーションと人々の温かさに包まれる、変わらないクリスマスをお楽しみ
ください。

Roppongi Hills Christmas 2020 開催概要
日
場

程： 2020 年 11 月 13 日（金）～12 月 25 日（金）
所： 六本木ヒルズ施設内 （六本木けやき坂通り、ウェストウォーク 2F、大屋根プラザなど）

上：クレーム デ ラ クレーム 下：グランド ハイアット 東京
右：パティスリー パブロフ

クリスマスマーケット（昨年の様子）

左：ラスプ スパイスデコレーション 中：アドヴェントショップ フロム ジャーマニー

右：ケーニッヒ

けやき坂イルミネーショント（昨年の様子）

◇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
担当：渡邉茂一、山村麻里惠、岡山澄香
TEL： 03-6406-6350 FAX： 03-6406-6483

六本木ヒルズ PR 事務局（株式会社プラチナム）
担当：小野悠奈、神谷摩耶
TEL： 03-5572-6072 FAX： 03-5572-6075
MAIL： hills_pr@vectorinc.co.jp
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クリスマスマーケット 2020 ～本場ドイツの雰囲気を楽しめる老舗クリスマスマーケット～
今年で 14 年目を迎えるクリスマスマーケット。約 1,500 アイテムが揃
います。会場内は世界最大と言われるドイツ・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。ドイツオリジナルのクリスマス雑貨や、
グリューワイン、ソーセージといった本格ドイツ料理など、計 7 店舗が立
ち並び、心温まるクリスマスをお届けします。
開 催 期 間： 11 月 28 日（土）～12 月 25 日（金）
時
間： 11：00～21：00
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
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入場制限を実施します。
混雑時は、ご入場までに待ち時間が発生する場合がございますので、予めご了承ください。

＜本格クリスマスアイテム＞

＜本格ドイツ料理＞

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♪

これが本場のドイツ料理！
食べ歩きも◎！クリスマスに欠かせない絶品メニュー♪

日本では、この時期に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。お香人形やクリスマスピラ
ミッド、オーナメント、リースなどを販売します。

ボリューム満点のドイツソーセージやグリューワイン、シュトレンなど、
クリスマスの定 番 ドイツ料 理 が楽 しめるマーケット。ホットワインや
ホットドッグ片手にマーケット散策を楽しむこともできます。

【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。2020 年はスワロフスキーエレメント付き
の「松ぼっくりマン」が限定で登場。

【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
やクローブなど素敵な香りが漂います。

【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。

【アドヴェントショップ フロム ジャーマニー】
紙、布製品を中心に、家の中を楽しく演
出するデコレーションアイテムを取り扱う
店。

【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！

【ジャーマン ホット スタンド 2020】
人気商品チーズドッグは、7 種のチーズ
をゆっくり弱火 で溶 かし、ホットドッグと
合わせた自慢の一品です。

wish a wish ～大切な方やご自身へ、一年後に届くメッセージを送ろう～
一年後のクリスマスに六本木ヒルズから手紙が届く、クリスマスシーズン恒
例の特別企画。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、大切な方やご自身へメッセージを記入し特設ポストに投函してくださ
い。今年のカードは、冬の六本木ヒルズを彩るビジュアルにも使われてい
る、村上隆氏の “お花”をデザインしたスペシャル版です。
開 催 期 間： 11 月 20 日（金）～12 月 25 日（金）
場
所： 六本木ヒルズ内各所
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※記載の価格は全て税込です。

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
六本木ヒルズ、及びグランド ハイアット 東京内のショップでは、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
11 月 1 日（日）より順次予約・販売開始しています。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お見逃しなく。
▼ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション

▼ル・ショコラ・アラン・デュカス 六本木

ブッシュ フレーズ シトロンヴェール
8,640 円

ビュッシュ・ド・ノエル
8,640 円

新作

フランス・アルザス地方定番のお菓子フォレ・ノワールをイメー
ジしたビュッシュ・ド・ノエル。ジャワ産のカカオ豆を使ったショコ
ラのムース、クレムー・ヴァニーユ、甘酸っぱいグリオット（サクラ
ンボのシロップ漬け）、ビスキュイ・ショコラなどが層になり、味わ
いと食感の絶妙なバランスをお楽しみいただけます。

軽い口当たりの苺のムースに、フレーズデボワ入りの苺
ジュレ、ライムの香り豊かなチーズケーキをしのばせ、赤い
グラサージュで見た目も華やかに仕上げたブッシュドノエル
です。
予約期間：11 月 16 日（月）～予定数に達し次第終了
販売期間：12 月 19 日（土）～25 日（金）

予約期間：11 月 13 日（金）～予定数に達し次第終了
販売期間：12 月 20 日（日）～25 日（金）

▼パティスリー パブロフ

▼ジャン・ジョルジュ トウキョウ
ガトー ド ノエル
6,000 円（レギュラー・3～4 人分）
4,000 円（ハーフ・2 名分）

ノエルホワイト
3,800 円（大）/2,300 円（小）
軽いパウンドケーキ生地にバニラ風味のマスカルポーネクリー
ムと苺をサンド。バラの花をイメージした華やかな絞りとたっぷ
りのベリーでデコレーションしました。

ネージュ
5,400 円

雪のオブジェでデコレーションしたパブロフならではの 2 段の
クリスマスケーキ。ピスタチオ風味の生地とベリーのジュレなど
を何層にも重ねて、ホワイトチョコムースでコーティングしまし
た。

▼イルブリオ

限定
5台

ヒルズ
限定

右）ILBRIO Natale２０２０
6,800 円（4 号）

限定
30 台

濃厚なチョコレートムースの中にジャスミンティーブリュレ、フラ
ンボワーズと野イチゴのジュレ、チョコレートクランチを忍ばせま
した。クリスマスならではの至高の一品です。

予約期間：11 月 1 日（日）～予定数に達し次第終了
販売期間：12 月 22 日（火）～25 日（金）

予約期間：11 月 16 日（月）～12 月 26 日（土）
販売期間：12 月 1 日（火）～27 日（日）

▼ヒルズ ダル・マット

▼ラ・メゾン・デュ・ショコラ
限定
28 台

限定
20 台

（4 人用）

（6 人用）

ヒルズダル・マット特製クリスマスケーキ
4,500 円

限定
50 台

予約期間：12 月 1 日（火）～22 日（火）
販売期間：12 月 22 日（火）～25 日（金）

予約期間：11 月 1 日（日）～予定数に達し次第終了
販売期間：12 月 22 日（火）～25 日（金）

▼ニュウスタイル銀座千疋屋

▼クレーム デ ラ クレーム
プロフィットロールノエル（M サイズ）
4,644 円

ヒルズ
限定

ふわふわのスポンジ生地にたっぷりの苺と生クリーム、可愛
いチョコレート細工の雪だるま。
シンプルながら贅沢な一台です。

キャラメリゼしたアーモンドの食感がアクセントとなったヘーゼ
ルナッツの生地に、風味豊かなプラリネムース、香ばしいカカ
オのノートの際立つ生地、軽やかな食感のバニラクリームと
チョコレートムースを重ねた、チョコレートケーキ。

カドー ドゥ ノエル
8,100 円

限定
30 台

ヒルズ
限定

限定
50 台

今年オープンしたニュウスタイル銀座千疋屋から皆様への
「クリスマスプレゼント」をイメージした限定デザインです。
フルーツ専門店の老舗 銀座千疋屋が厳選した旬の苺・フ
ルーツをふんだんに使用し、上品な甘さの生クリームで仕上
げました。特別な日にふさわしいクリスマスケーキです。

クリスマスツリーのようにカラフルなフレッシュフルーツで飾り
付けたプチシューのシューケーキ。あっさりカスタードクリー
ムと濃厚なチョコカスタードクリームがお楽しみいただけま
す。

予約期間：11 月 1 日（日）～12 月 20 日（日）
販売期間：12 月 22 日（火）～25 日（金）

予約期間：12 月 1 日（火）～13 日（日）
販売期間：12 月 23 日（水）～25 日（金）

▼ブリコラージュ ブレッド アンド カンパニー
シュトーレン 2020
2,500 円

左）イチゴのデコレーションクリスマスケーキ
4,500 円（4 号）/5,500 円（5 号）/6,500 円（6 号）
リキュール（ドルフィー）を染み込ませたスポンジで、たっぷりの
イチゴと生クリームをサンドした、イチゴのデコレーションケー
キ。＊リキュールなしも対応可

グランシェフ近藤康和氏がお届けするプレミアムなクリスマス
ケーキ。ホワイトチョコレートの粉雪をまとった 3 段のショート
ケーキに、ルビーチョコレートの赤い花、緑色の葉でクリスマ
スカラーを表現。

ビュッシュ ドゥ ノエル プラリネ
5,940 円（4 人用）
7,020 円（6 人用）

（合計）

香りの高いラム酒を使ったブロンドチョコレートのムースに抹
茶のクリームとラズベリーとタイムのガナッシュを重ね、ハーブと
スパイスを効かせたジャン・ジョルジュらしい一品。（アルコー
ル使用）
予約期間：11 月 16 日（月）～予定数に達し次第終了
販売期間：12 月 19 日（土）～26 日（土）

限定
20 台

プレミアムクリスマスケーキ
10,800 円

限定
100 台

▼グランド ハイアット 東京
Regalo de Natale（レガロ デ ナターレ）
12,960 円

限定
600 個

限定
50 台

※オンライン予約限定価格 11,664 円は 11 月 30 日（月）まで

ブリコラージュのシュトーレンは、具材も製法もとてもシンプ
ル。オーソドックスなシュトーレンです。国産小麦全粒粉を
メインに使用し、ライ麦を配合した生地は、スパイスやフル
ーツ、洋酒の風味に負けない濃い小麦の味わいが特徴
的です。

イタリア語のクリスマスプレゼントを意味する「Regalo de
Natale」と名付け、2 段ボックスに詰め合わせました。上段は
8 種類のモザイクケーキ、下段には 9 種類のプチフールが入
っていて、両段ともにカットの必要なく気軽にシェアが可能。
予約期間：11 月 2 日（月）～12 月 22 日（火）
販売期間：12 月 19 日（土）～25 日（金）

予約期間：11 月 3 日（火）～12 月 25 日（金）
販売期間：11 月 14 日（土）～12 月 25 日（金）

3

クリスマスシーズンを彩る六本木ヒルズの必見イルミネーション＆ツリー
六本木けやき坂通りの「けやき坂イルミネーション」に加え、ウェストウォークや東京シティビューでもクリスマスツリーの展示、およ
びイルミネーションを展開します。

けやき坂イルミネーション～連絡ブリッジにフォトスポットが登場！SNS キャンペーンも実施～
約 70 万灯の LED に彩られた“SNOW&BLUE”のイルミネーションを見渡せるけやき坂
連絡ブリッジには、光る馬車のフォトスポットが登場！さらに、けやき坂のフラッグや、樹
木にかかっているモチーフ、フォトスポットなど、イルミネーション会場内に点在している
“馬”の写真を撮影し、SNS へ投稿すると素敵なプレゼントが当たるキャンペーンも実施
します。
開 催 期 間： 11 月 13 日（金）～12 月 25 日（金）
時
間： 17：00～23：00
※SNS キャンペーン応募期間は 11 月 13 日（金）17：00～12 月 25 日（金）23：59 まで

昨年の様子

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： JRA

✧JRA とのコラボレーション特別企画✧
＜フォトスポット＞

＜SNS キャンペーン＞

六本木けやき坂連絡

けやき坂のフラッグや、樹木にかかっているモチーフ、フォト
スポットなどイルミネーション会場内に点在している“馬”
を写真に収め、「♯ＪＲＡ」と「♯けやき坂イルミネーショ
ン」のハッシュタグを付けて Twitter か Instagram に投稿
すると、抽選で 10 名の方に電子マネーギフト 2,000 円
分をプレゼント！

ブリッジには、金安亮
氏描き下ろしの光る
馬車のフォトスポットが
登場！
※フォトスポットイメージ

※参加方法詳細はフォトスポットにてご確認ください。

※モチーフイメージ

※イメージパース

ウェストウォークデコレーション
ウェストウォーク南側吹抜けには北海道・とかち産の生木を使用した高さ約 6.5m のメイン
ツリーが登場。ゴールド色の土台とベロア素材のポーランド製最新オーナメントをしつら
え、六本木ヒルズの大人のクリスマスを演出します。上質な森のような空間で生木の香り
を感じることができる、心温まるクリスマスを皆様にお届けします。
開 催 期 間：
場
所：
クリエイティブディレクション ：
植
栽：
空 間 デ ザ イ ン：

11 月 20 日（金）～12 月 25 日（金）
ウェストウォーク 2F 南側吹抜けおよび回廊
アッシュ・ペー・フランス株式会社 場と間事業部
叢(Qusamura) 小田康平
rhythmdesign Ltd. 井手健一郎

※イメージパース

※イメージ

天空のクリスマス 2020
聖なる星空と街のイルミネーションが織りなす 360 度パノラマの景色に、音楽と揺らぎの
灯りが奏でる、包みこまれるような体感空間がひろがります。また、恒例の「クリスマス特
別観望会」を今年も開催。52 階のレストラン「THE MOON」でも珠玉のクリスマスメニュ
ーをご用意。思い思いの“天空のクリスマス”を存分にお楽しみください。
開 催 期 間： 11 月 28 日（土）～12 月 25 日（金）
時
間： 13:00～22:00（最終入場 21:30） ※雨天、荒天時クローズ
場
所： 東京シティビュー 森タワー 52F、屋上
料
金： 52 階、53 階までの入館料に追加料金 500 円（一般）
＜Heartwarming Symphony （ハートウォーミングシンフォニー）＞
自然が創り出す瞬間の景色、心温まるクリスマスの音色、道を照らす揺らぎの灯りに五感が共鳴し合う本質的なクリス
マスの感動体験ができます。大切な人と心温めあえる特別なクリスマスをお過ごしください。
※イメージ
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アークヒルズ・虎ノ門ヒルズのクリスマス♪
≪ARK HILLS CHRISTMAS 2020≫
アークヒルズでは、2020 年 11 月 20 日（金）～12 月 25 日（金）の期間、「ARK HILLS CHRISTMAS 2020」を開催します。
今年は、『一本の木』をテーマに、東京都・檜原村の森で間伐された全長 25m の木をまるごと 1 本使ったクリスマス
イルミネーションを展開。東京の森で伐採され、アーク・カラヤン広場に運ばれた迫力ある生の木に触れることで、森林保全
について考える機会を発信します。また、点灯期間中の毎週土曜日に開催されるヒルズマルシェでは、国産材を活用して
つくられた、水原希子氏率いる“OK”プロデュースの「モア・トゥリーズ ペーパーバッグ」（提供：TEAM WOOD CHANGE）を
お買い物袋として配布する予定です。さらに、11 月 25 日（水）からは、アークヒルズエリアの飲食店舗でクリスマス抽選会も
実施します。今年の冬は、アークヒルズで森の温かみを感じながら、クリスマスシーズンをお過ごしください。
開 催 期 間： 11 月 20 日（金）～12 月 25 日（金）
点 灯 時 間： 8:00～23:30
場
所： アークヒルズ アーク・カラヤン広場、他
協
賛： TEAM WOOD CHANGE
協
力： 一般社団法人 more trees、株式会社東京チェーンソーズ

※イメージ（アーク・カラヤン広場）

≪TORANOMON HILLS CHRISTMAS 2020≫
虎ノ門ヒルズでは、森タワーと 2020 年に開業したビジネスタワー、2 棟一体でクリスマスを展開します。ビジネスタワーのエン
トランスでは、吹き抜け空間を使い、空中で煌めく 12ｍのカーテンライトと約 6ｍのツリーが皆様をお出迎えします。一方、
森タワーのアトリウムには、赤いサンタの衣装を身にまとったクリスマス仕様の「トラのもん」が登場！すぐ隣のスペースでは、ト
ラのもんグッズが購入できるワゴンショップが新たにオープンし、これからの季節に欠かせないブランケットなどの新商品も販売
します。また、オフィスエントランスには、赤を基調にした約 5m のツリーが登場し、クリスマスシーズンを彩ります。さらに、虎ノ
門ヒルズエリアでは、11 月 25 日（水）から 12 月 25 日（金）まで『TORANOMON HILLS CHRISTMAS RECOMMENDS』
と題し、各店舗がおススメするクリスマスにぴったりのアイテムや、コース料理を含む飲食メニューをご紹介します。森タワーとビ
ジネスタワー、それぞれ違った雰囲気でキラキラと輝く虎ノ門ヒルズのクリスマスをお楽しみください。
開 催 期 間 ： 11 月 24 日（火）～12 月 25 日（金）
場
所： 虎ノ門ヒルズ 森タワー 2F オフィスエントランス、アトリウム、他
ビジネスタワー 1F 商業エントランス、2F デッキテラス、他

©藤子プロ
©森ビル

※イメージ（森タワー）

※イメージ（ビジネスタワー）

※イメージ（森タワーアトリウム周辺）
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※イメージ（カバー付ブランケット）

