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クリスマスイルミネーション・イベント 2008 

 

本年も当社グループが運営する商業施設、オフィスビルにおいて、クリスマスイルミネーション・イベントを実施

いたします。新たな試みとして、エコをテーマとした首都圏 4施設合同企画や、本年開業いたしました施設の初ク

リスマスなど、それぞれに個性的な演出や楽しいイベントをご用意し、街に賑わいを創出いたします。 

ぜひ、ご取材のご検討をよろしくお願い致します。 

※以下は各施設の情報を抜粋しております。詳しい内容をご希望の方は、どうぞお気軽にお問合せ下さい。 

 

 

 

 

～ エコハロー！キャンペーン ～ 

ららぽーと首都圏４施設「ららぽーと TOKYO‐BAY」「アーバンドックららぽーと豊洲」 

「ららぽーと柏の葉」「ららぽーと横浜」におきまして、「エコ」をテーマにした合同キャンペーン 

を実施いたします。詳細につきましては、同時配布の資料をご参照ください。 

 

■ららぽーと TOKYO-BAY（船橋市浜町）  

【期間】11月7日（金）～12月25日（木） 

【点灯】17：00～24：00（11月8日 16：45～点灯式） 

【特徴】ディズニー映画「ティンカーベル」の公開を記念したフェアリーイルミネー

ションがかいだん広場を彩ります。11月8日の点灯式には、スペシャルゲ

ストも！ おなじみのイルミネーションアーチもハーバー通りに出現。 

デザイン新たに幻想的な世界を作り出します。 

【H P】  http://www.lalaport.net 

■アーバンドック ららぽーと豊洲 （江東区豊洲）  

【期 間】 11/１（土）～12/25（木） 

【点 灯】 16:30～23：00（メインステージ） 

【特 徴】「LaLaport TOYOSU ☆ CＨRISTMAS」をテーマに、今年も美しいクリ

スマス・イルミネーションが館全体を包みます。晴海通り沿いやエントラ

ンスなどのイルミネーションが、お客さまを出迎え、中庭にあるメインス

テージには、幻想的なイルミネーションウォールが出現します。ボックス

に触れることでウォール全体の色彩が変わる仕掛けと、水面に反射す

るイルミネーションが、ファンタジー感あふれる空間を演出します。 

【H P】  http://toyosu.lalaport.jp/ 

 

 

≪大型商業施設≫ 



 

 

■ららぽーと横浜（横浜市都筑区）  

【期 間】 11/21（金）～12/25（木） 

【点 灯】 17：00～23：00（11/21 16:45～点灯式） 

【特 徴】 「Green Bright X’mas」をテーマに、エコを意識しながらも楽しいクリ

スマスを演出。地域最大級２０万球を使用。美しさと荘厳な雰囲気に

加えエコロジーを実現しています。 

【H P】  http://yokohama.lalaport.jp/ 

 

 

■ららぽーと柏の葉（千葉県柏市）  

【期 間】 11/1（土）～12/25（木） 

【点 灯】 17:00～21:00予定 ※駅前は 16：30～22:30 

【特 徴】 「夢」をテーマにした、特製LEDや新技術の光ファイバーを使用した７

色の夢の光群を描く“DreamLights Illumination”が館を彩ります。さら

に、11/22（土）～12/7（日）までは、ららぽーと柏の葉2周年を記念し

た「2nd ANNIVERSARY DAYS」を開催いたします。 

【H P】  http://kashiwa.lalaport.jp/ 

 

■ラゾーナ川崎プラザ（川崎市幸区） 

【期 間】 11/１（土）～12/25（木） 

【点 灯】 17:00～（11/1点灯式） 

【特 徴】 川崎駅西口直結のルーファ広場では「LAZONA×EXILE Great 

Loving Xmas」と題した Xmas イルミネーションを実施。今年のイルミ

ネーションデザインは「EXILE」とコラボレーションし、Xmasのムードを

一層盛り上げます。さらに同期間中「Save The Children」と連動した

Xmasチャリティや 11/10（月）～12/25（木）には、プレゼントキャン 

ペーンも実施いたします。（現在、EXILEの来場予定はございません） 

【H P】http://www.lazona-kawasaki.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

銀座がイルミネーションで一つになる！ 

“GINZA・DREAMING CHRISTMAS”   11/15より一斉スタート！ 

 

今年の銀座はちょっと違う！銀座の７施設にトナカイがクリスマスを運び、銀座に集う人々の夢を叶えます。 

銀座でおしゃれをし、銀座でプレゼントを選び、銀座でディナーを楽しむ・・・。そんな、銀座ならではの素敵な 

クリスマスをご用意して、お客さまをお待ちしています！※使用している電球は、すべてＬＥＤを採用しています。 

【点灯期間】 11月 15日（土）～12月 25日（木） 

【点灯時間】 16：00～24：00  ※一部点灯終了時間が異なる施設がございます 

▼詳しくは 11月上旬より http://www.midcity.jp/でもご案内いたします。 

 

■銀座ベルビア館 （銀座 2丁目） 

【点 灯】 16:00～24：00 

【特 徴】 男性も女性も憧れる永遠のラブストーリー「シンデレラ」をモチーフに銀座

ベルビア館独自の世界観を創出します。1万 6千球のゴールドを基調に

したゴージャスな外壁をお楽しみください。 

 

 

■交詢ビル DINING＆STORES （銀座 6丁目） 

【点 灯】 17:00～翌 3:00  

【特 徴】 交詢ビルのクラッシックな外観にぴったりの落ち着いた壁面装飾で、 

大人の銀座を盛り上げます。 

 

 

 

■ギンザ・グラッセ 

（銀座 3丁目） 

※本年 4月オープン 

 

■GINZAｇCUBE 

（銀座 7丁目） 

※本年 9月オープン 

 

■銀座並木通りビル 

（銀座 2丁目） 

■ＺＯＥ銀座（銀座 3丁目） ■ニッタビル（銀座 8丁目） 

 

 

 

≪都心型商業施設≫ 

 

 

  



 

 

■ＣＯＲＥＤＯ日本橋（中央区日本橋１丁目） 

【期 間】 12/1（月）～12/25（木） 

【点 灯】 終日 

【特 徴】 「七人のサンタクロースが舞うクリスマス」をテーマにお正月

に続く冬祭を開催いたします。サンタが身にまとうマントや衣

装は、日本橋らしく和のテイストに。お正月になると、七人の

サンタクロースは衣替えをし「七福神」へ、ソリは「宝船」へと

変化し、お客さまをお出迎えいたします。（1月中旬まで） 

【H P】  http://www.coredo.jp/ 

 

 

■汐留シティセンター（港区東新橋 1丁目） 

【期 間】 11/14（金）～12/25（木） 

【点 灯】 17:00～23:00 

【特 徴】 汽車を模った「ファンタジア号」や 10ｍの光のツリーイルミネー

ション。高層階ロビーでは 4ｍのツリーをはじめ雪をモチーフ

にしたイルミネーションが楽しめます。 

【H P】  http://www.shiodome-cc.com/ 

 

 

 

■赤坂ＢｉｚタワーSHOPS＆DINING（港区赤坂 5丁目） 

【期間】 11/14（金）～2/15（日）（予定） 

※ クリスマスイルミネーション、各種イベントを予定しております。 

【ＨＰ】http://www.akasakabiztower-sd.com/ 

 

 

 

■霞ダイニング（千代田区霞が関 3丁目） 

【期間】11/25（火）～（予定） 

【点灯】16：00～26：00 

【特徴】「花霞」をテーマにクリスマスのひとときを彩ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

■入間 （埼玉県入間市）※本年４月オープン 

【期 間】 11/14（金）～1/12（月・成人の日） 

【点 灯】 16：00～23：00 

【特 徴】 本年４月にオープンした三井アウトレットパーク入間の初めて

のクリスマス！は、『Irumanation（イルマネーション）2008』！

シャンゼリゼ通りを彷彿させるメインエントランスのイルミネー

ションと共に、センタープラザでは、7ｍのシンボルツリーがお

客さまをお出迎えします。各ショップでのクリスマスギフトや、

レストランのクリスマス限定メニューも要チェック！ 

 

 

■仙台港（仙台市宮城野区）※本年 9月オープン 

【期 間】 11/14（金）～1/12（月・成人の日） 

【点 灯】 16：00～23：00 

【特 徴】 本年 9月にオープンした仙台港初のクリスマス！では、 

お客さまをお迎えする観覧車が華やかな特別仕様に。  

今年で 23回目を迎える「2008 SENDAI光のページェント」 

とのコラボ・イルミネーションもお楽しみに。 

 

 

■幕張 （千葉市美浜区ひび野） 

【期 間】 11/14（金）～12/25（木） 

【点 灯】 16：00～23:00 

【特 徴】 「Ｗ♡♡Ｈａｐｐｙ Ｘｍａｓ」をテーマに、洗練されたイルミネー 

ションで館内をロマンチックに演出いたします。メインエントラ

ンスでは 6ｍのツリーがお客さまをお出迎え。 

総電球数 30,000個。 

 

 

■多摩南大沢（八王子市） 

【期 間】 11/14（金）～12/25（木） 

【点 灯】 日没～23:00予定 

【特 徴】 南仏プロヴァンスのクリスマスをコンセプトに「MITSUI  

OUTLET PARK Xmas」を開催。11/15 には、なみのり保育園

園児によるマイウィッシュツリー点灯式を実施。 

 

 

 

■横浜ベイサイド （横浜市金沢区） 

【期 間】 11/15（土）～12/25（木） 

【点 灯】 16:00～23:00予定（11/15点灯式） 

【特 徴】 「10th アニバーサリー・マリンファンタジークリスマス」をテーマ

に、館内に雪が降る大好評のイベント「スノーファンタジー」

やフィンランドのサンタから手紙が届く特別企画もご用意して

います。 

 

 

 

 

 

 

≪三井アウトレットパーク≫                  【HP】 http://www.31op.com 



  

 

 

■日本橋三井タワー（中央区日本橋室町） 

【期 間】 11/2（日）～12/25（木） 

【点 灯】 7:30～23:00（ビル開館時間） 

【特 徴】メインエントランスに飾られる高さ6Mのツリーはオベリスクを 

モチーフにクリスマスカラーのグリーンと赤いりんごで彩ります。 

地下店舗はりんごをふんだんに使ったアーチでお客さまをお出

迎えします。 

【H P】 http://www.mitsuitower.jp 

 

■新宿三井ビルディング（新宿区西新宿 2丁目） 

【期 間】11/17（月）～2/14（土）※点灯休止 2/1 

【点 灯】 16:00～24:00 

【特 徴】 11/17に周辺のビルと合わせて一斉点灯。 

「55HIROBA」全体を囲むイルミネーションは、ホワイトカラーを基調とし、広場の中心には 

5ｍのツリーを配置。（12/1以降） 

12/16夜間には、東京フィルハーモニー交響楽団を招いてコンサートを開催いたします。 

【Ｈ Ｐ】 http://www.shinjukumitsui55info.jp/ 

 

■ゲートシティ大崎（品川区大崎 1丁目） 

【期 間】 11/14（金）～12/25（木）※11/14点灯式 

【点 灯】 11:00～24:00 （場所により異なる） 

【特 徴】 地下１Ｆのアトリウムには色とりどりの光を灯したツリーの林が

出現、音楽とともに光が揺らめいて癒しの時を演出します。山

手通り沿いの植栽や、中庭を彩る様々なイルミネーションにも

心が和みます。12/23（祝）にはサンタクロースもやって来て、ミ

ニショーや撮影会を行い、お客さまが願い事を書いたクリスマ

スカードをふるさとのフィンランドまで持ち帰ってくれます。 

【H P】  http://www.gatecity.jp 

 

■ガーデンエアタワー（千代田区飯田橋 3丁目） 

【期 間】 11/10（月）～2/14（土） 

【点 灯】 16:00～24:00 

【特 徴】 雪の結晶をモチーフにした LEDのイルミネーションが 

リズミカルにきらめき、約 100mの並木道を彩ります。 

【Ｈ Ｐ】  http://www.garden-at35.com 

 

 

 

 

 

 

 

≪その他の商業施設・ビル≫ 

その他の施設につきましても、11月中旬以降に当社ホームページにてご紹介させて 

いただく予定です。詳細は、お問い合わせください。  http://www.mitsuifudosan.co.jp 

 


