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クリスマスイルミネーション 2009 

 

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を実施いたしま

す。本年開業いたしました「三井ショッピングパーク ららぽーと磐田」や「三井ショッピングパーク ららぽーと新

三郷」をはじめ、開業1周年を迎えました「三井アウトレットパーク 仙台港」など、各施設で個性的な演出や楽し

いイベントを企画し、街に賑わいを創出いたします。 

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

 

 

   

 

■ららぽーと TOKYO-BAY （船橋市浜町）  

【期間】 11/7（土）～12/25（金） 

【点灯】 17：00～24：00（点灯式（17：00）カウントダウン11/7 16：50～） 

【タイトル】ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ クリスマスイルミネーション2009 

【特徴】 “自然の輝き”をテーマに展開。かいだん広場は“滝”、時計の広場は“森”

をテーマに、時々に色彩が変化。輝く光の滝から、光のアーチをくぐって神

秘的な光の森へ、道行く人を幻想的な“自然の輝き”溢れる光の世界にい

ざないます。 

【HP】 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】 11/7（土）～12/25（金） 

【点灯】 16:30～23：00 

【タイトル】「LaLaport ＴＯＹＯＳＵ☆ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ」 

【特徴】施設全体を包む美しいクリスマス・イルミネーション「LaLaport TOYOSU 

☆ CＨRISTMAS」が、晴海通り沿いやエントランスなどで、皆さまをお迎え

します。中庭にあるメインステージには、体感型イルミネーションが出現。

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。 

【HP】 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】 11/7（土）～12/25（金） 

【点灯】 16：30～23：30（点灯式 11/7 17：00） 

【タイトル】LaLaport YOKOHAMA☆ｷﾗｷﾗ☆ｸﾘｽﾏｽ 2009 

【特徴】地域最大級を誇る約 20万球を使用するイルミネーション。オリジナルのプロ

グラムによって色が変化する高さ 8ｍのツリー。“映画レイトン教授と永遠の

歌姫”とのタイアップ、スペシャル「ナゾトキ」スポットを設置。ツリーやオーナ

メントにもレイトン教授や仲間たちが登場。 

伊豆市恋人岬の「ラブコールベル（愛の鐘）」も設置。 

【HP】 http://yokohama.lalaport.jp/ 

 

■ららぽーと柏の葉 （千葉県柏市）  

【期間】 11/7（土）～12/25（金） （点灯式 11/7 17：30） 

【点灯】 センタープラザ 17:00～21:00 駅前イルミネーション 16:30～22:30  

【タイトル】Dream Lights Illumination(ドリームライツイルミネーション) 

【特徴】「夢（ドリーム）」をテーマにした特製LEDや新技術の光ファイバーによる、カ

ラフルな“Dream Lights Illumination”。レインボーに奏でられる光群はまるで

夢の世界。あなたの特別なクリスマスの夜を、楽しく、ドラマティックに演出し

ます。また、柏の葉キャンパス駅前にもイルミネーションが点灯。駅を降りる

とそこにはイルミネーションで飾られたららぽーと柏の葉が登場！  

【HP】 http://kashiwa.lalaport.jp/ 

 

■ラゾーナ川崎プラザ （川崎市幸区）  

【期間】 10/30（金）～12/25（金） 

【点灯】 17:00～24：00 

【タイトル】 LAZOＮＡ×青山テルマ Fantastic Love Story 

【特徴】今年は青山テルマさんとのコラボによるイルミネーションで Xmasのムードを

一層盛り上げます。楽曲には話題の新曲や、青山テルマさん撮りおろしのメ

ッセージビデオも放映されます。 

【HP】 http://www.lazona-kawasaki.com/ 

 

■ららぽーと磐田 （静岡県磐田市） 

【期間】 11/6（金）～12/25（金） 

【点灯】 17：00～24：00 （点灯式 11/6 16:30） 

【タイトル】ららぽーと 1st クリスマス 

【特徴】「大好きな人へのメッセージ」をテーマにした、15万球のイルミネーション。施

設北側に伸びる、「ららぽーと通り」では 140ｍに及ぶ光の道。メインスポット

には、伊豆市土肥町恋人岬と姉妹提携した鐘と 12ｍのメインツリーが設置さ

れ、葉加瀬太郎氏の楽曲によって幻想的な雰囲気を創出。 

【H P】 http://www.lalaport-iwata.com/ 

 

 

 

 



■ららぽーと新三郷 （埼玉県三郷市）  

【期間】 11/7（土）～12/25（金） 

【点灯】 17:00～24：00 （点灯式 11/7 16：30～）  

【タイトル】『新タノシイ』はじめてのウインター＆クリスマス 

グリーン・スターイルミネーション 

【特徴】ららぽーと新三郷でしか見られない、グリーンの夜空を展開。 

グリーン+ホワイトの星をイメージした煌びやかなイルミネーション。 

【HP】 http://www.lalaport-shinmisato.com/ 

 

■ららぽーと甲子園 （兵庫県西宮市） 

【期間】 11/7（土）～12/25（金） 

【点灯】 17:00～ （点灯式 11/7 時間未定）  

【タイトル】ららぽーとクリスマス 

【特徴】マウンテンブリーズ（屋外）から館内にかけてクリスマス装飾を展開。 

マウンテンブリーズのイルミネーションでは、グリーン電力を採用。動物

をかたどったトピアリーをはじめ、白木やガゼボ（ドーム形状の装飾物）、

ネットライトなどで華やいだ空間を演出します。1Ｆパークウォークコート

では、幻想的な光の出るクリスマスツリーを配置し、子どもたちの願い

事カードや動物型カットアウトと一緒に飾って展示します。期間中、館内

外の回遊を高めるため森の動物探検ラリーもあわせて実施致します。 

【HP】 http://www.lalaport-koshien.com/ 

 

 

 

 

 

 

■東京ミッドタウン （港区六本木）  

【期間】 11/12（木）～12/25（金） 

【点灯】 17：00～23：00 （※一部 23：30まで） 

【タイトル】MIDTOWN CHRISTMAS 2009 

～誰かが誰かのサンタクロース～ 

【特徴】東京ミッドタウンのクリスマス、3 年目となる今年は、約 2,000 ㎡

の芝生広場に立体的な星空を表現する「スターライトガーデン」を

はじめ、本イベントのために開発された、新型LEDラインを使用し

た光と音のイルミネーションなど、様々なイルミネーションが“新た

な驚きと感動”を提供します。 

【ＨＰ】 http://www.tokyo-midtown.com/ 

※詳細は、10月 15日配布のリリースをご参照ください。

http://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2009/1015/download/20091015.pdf  

≪都心型商業施設≫ 

 

 

 

 



 

銀座・日本橋をつなぐイルミネーションが点灯！ 

“Hearty Party（ハーティーパーティー）” 11/9一斉スタート！ 

 

銀座と日本橋を訪れるお客様の今日が、特別で、とびきりな日になりますように・・・。 

大人が楽しむ街、銀座と日本橋を華やかにおもてなしいたします。 

【点灯期間及び時間】 

銀 座エリア ：11/9（月）～ 2/14（日） 17：00～25：00 

日本橋エリア：11/9（月）～12/25（金） 16：00～24：00 

▼詳しくは 11月 9日より 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） 

 

■ＺＯＥ銀座（銀座 3丁目） 

 

■銀座並木通りビル（銀座 2丁目） 

 

■ギンザ・グラッセ（銀座 3丁目） 

 

■交詢ビル（銀座 6丁目） 

 

■ニッタビル（銀座 8丁目） 

 

 

■GINZA ｇCUBE（銀座 7丁目） 

 

■ＣＯＲＥＤＯ日本橋（中央区日本橋１丁目）     

  

  



 

■汐留シティセンター （港区東新橋 1丁目） 

【期間】 11/13（金）～1/3（日） 

【点灯】 17：00～23：00 

【タイトル】走れ！ファンタジア号 

【特徴】日本初の鉄道が新橋～横浜間で開通した 1872 年（明治 5 年）

当時の新橋駅と同じ場所に当時の駅舎の外観を再現した「旧新

橋停車場」。そのプラットフォームに開業当時の汽車を模したイ

ルミネーション「ファンタジア号」が登場します。７年目を迎える今

年は、LED30,000 球を加えイルミネーションをバージョンアップし

たほか、「光」と「音」の演出を一新。「ファンタジア号」が汐留の街

をドラマティックに快走する様子を演出します。 

【HP】 http://www.shiodome-cc.com/ 

 

 

■赤坂ＢｉｚタワーSHOPS＆DINING （港区赤坂 5丁目） 

【期間】 11/13（金）～2/28（日）※一部イルミネーションを除く 

【点灯】 16:00～24:00（予定） 

【タイトル】「Christmas dream “believe!”」 

【特徴】今年は約 22 万球のイルミネーションが赤坂の夜を彩ります。サカ

ス広場には昨年も好評だったアイススケートリンクとシンボルツリ

ーが出現！また、仲通りや館内には「Christmas dream “believe!”」

をテーマにしたイルミネーションが登場。仲通り上空では、おなじみ

のクリスマスソングにあわせ、仲通りの夜空を彩るイルミネーション

ショー「believe! in the sky」を開催。 

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

※ 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。 

 

 

■霞ダイニング （千代田区霞が関 3丁目）  

【期間】 11/9（月）～2/28（日）（予定） 

【点灯】 17：00～26：00 

【タイトル】花霞（はながすみ） 

【特徴】「花霞」とは、咲き誇る桜の花が、霞がかったように淡く見える様

を表した言葉です。雪と霞を表現した白色の LED の中から、ゆ

っくりと点滅する桜色 LED、冬と春の２つの表情が現われます。

特に、高さ２０ｍ近い主要のけやきにイルミネーションを施した

「けやき広場」は、高さとボリューム感のあるゴージャスな空間

となります。 

【ＨＰ】 http://www.kasumi-d.jp/ 

 

  

 

 

 



 

 

 

■三井アウトレットパーク 仙台港 （仙台市宮城野区） 

【期間】 11/14（土）～12/25（金） 

【点灯】 16：00～22：00 

【タイトル】クリスマスフェア(仮称) 

【特徴】今年のイルミネーションのテーマは「ラブ＆スノー」。「sendai 光

のページェント in仙台港」を舞台に、雪の結晶ときらめく光が皆さ

まを祝福いたします。12月 12日からは、イルミネーションを覗くと

ハートや星型など、様々な形に煌めいて見える＜フォーチューン

カード＞をお買上げの方にプレゼントいたします。 

 

 

 

■三井アウトレットパーク 幕張 （千葉市美浜区ひび野） 

【期間】 11/20（金）～12/25（金） 

【点灯】 16：00～22:00  

【タイトル】Dress up Illumination 

【特徴】館内では総電球数 30,000 個のイルミネーションが館内をロマン

チックに。パークサイドでは、シックな色合いのブラックツリーが登

場し、大人な 雰囲気を演出します！ツリーを取り囲むギフトボッ

クスには、冬物グッズやギフトアイテムが♪ちょっと大人なクリス

マスをお届けします。 

 

 

 

■三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド （横浜市金沢区） 

【期間】 11/20（金）～12/25（金） 

【点灯】 16:00～22:00予定（点灯式 11/21 17：30～18：00） 

【タイトル】マリンファンタジー クリスマス 

【特徴】過去最高の大きさのクリスマスツリーが登場！今年のイルミネ

ーションのテーマは「キラキラ輝く宝石箱」。人工雪が降る大人気

イベント「スノーファンタジー」に加え、定刻には一斉にクリスマス

ツリーがキラキラと輝く。いつもとはちょっと違うベイサイドのイル

ミネーションをお楽しみください。 

 

 

 

■三井アウトレットパーク 多摩南大沢 （八王子市） 

【期間】 11/14（土）～12/25（金） 

【点灯】 日没～22:30予定 （点灯式 11/14 時間調整中） 

【タイトル】スターダストイルミネーション 

【特徴】今年はマーケッツ＆レストランツに、新たに高さ６ｍの「グラデー

ションツリー」が登場！様々な色に変化する幻想的な光をお楽し

みください。尚、11/14（土）には「なみのり保育園児」による聖歌

発表とともに点灯式を行います。 

 

 

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

 

 

 

 

 



■三井アウトレットパーク 入間 （埼玉県入間市） 

【期間】 11/20(金)～12/25（金) 

【点灯】 17：00～  

【タイトル】入間の森のクリスマスパーティー 

【特徴】エントランスへ続くウエルカムロードではシャンパングラスをモチー

フにした街路樹がお客様をお迎えします。センタープラザはメインパ

ーティホールに様変わり。８ｍのツリーが点灯し、森の仲間たちがパ

ーティーを盛り上げます。また、来館者にも森のクリスマスを一緒に

お祝いしてもらう参加型のチャリティイベントを実施。愛する人、感謝

している人への想いを書いたカードをツリーの台座と館内に掲示し

ます。メッセージカードは１００円で購入して頂き、収益金を【トトロの

ふるさと財団】へ。お客様の想いが埼玉の森を救います。 

 

 

■三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 （三重県桑名市） 

【期間】 11/13（金）～12/25（金） 

【点灯】 日没後～22:00 （点灯式 12/5予定） 

【タイトル】「パーティークリスマス」 

【特徴】ジャズドリーム長島では「パーティークリスマス」をテーマに館内を

華やかなツリーとイルミネーションで彩ります。あたたかな光に囲

まれて、大切な人と特別な時間をお過ごし下さい。 

  

 

 

■三井アウトレットパーク 大阪鶴見 （大阪市鶴見区） 

【期間】 11/20（金）～12/25（金） 

【点灯】 17：00.～21：00 

【タイトル】「BIGサンタとふりそそぐ光のシャワー」 

【特徴】「BIG サンタとふりそそぐ光のシャワー」と題し、館内中央の約 20ｍに

およぶ高さのタワーが約 2万個の LEDでイルミネートされてきらきらの

ツリーに大変身！きらめくトナカイや毎年恒例の BIG サンタも登場し、

クリスマスの雰囲気たっぷりにお客さまをお出迎えします。 

 

 

 

■三井アウトレットパーク マリンピア神戸 （兵庫県神戸市） 

【期間】 11/20（金）～12/25（金） 

【点灯】 17：00～22：30（予定） （点灯式 11/20 17：00～） 

【タイトル】『グリーンリボン クリスマスツリー』 

【特徴】みんなの未来への環境保護の願いや夢をグリーンリボンに書い

てツリーに取り付ける『グリーンリボン クリスマスツリー』(全高 6

ｍ)がマリンピア神戸に登場！期間中は明石海峡大橋や施設全

体もライトアップされ、クリスマスムードいっぱい！ 

※「グリーンリボン」は、環境保護運動のシンボルリボンです。  

 

 

 

 



 

 

 

 

■ララガーデン 春日部 （埼玉県春日部市） 

【期間】 11/7（土）～12/25（金） 

【点灯】 15：00～23：00 （点灯式 11/7 16：30～） 

【特徴】カウントダウンに合わせ、キッズ★クラブの子どもたちによって施設

が一斉にクリスマス一色に包まれます。 

点灯したツリーの前で、大沼中学校の吹奏楽部によるミニコンサート

を行います。 

【ＨＰ】 http://www.lalagarden-kasukabe.com/ 

 

 

 

■ララガーデン川口 （埼玉県川口市） 

【期間】 11/14（土）～12/25（金） 

【点灯】 16：30～21：30 （点灯式 11/14） 

【タイトル】Garden Christmas 

【特徴】どんぐり広場のシンボルツリーにイルミネーションが輝きます。 

館内もクリスマスムード満載でお待ちしています。 

【ＨＰ】 http://lalagarden-kawaguchi.com 

 

 

 

■ララテラス南千住 （東京都荒川区） 

【期間】 11/20（金）～12/25（金） 一部 2/17（水） 

【点灯】 16：00～23：00 

【タイトル】LaLaテラスクリスマス 

【特徴】今年もドナウ通りをはじめ、施設中央「センターコート」がクリスマス

色に包まれます。 

【ＨＰ】 http://www.lala-tm.com/ 

 

 

 

■アリオ亀有 （東京都葛飾区） 

【期間】 11/7（土）～12/25（金） 

【点灯】 日没～23：00  

【タイトル】Ario Xmas Illumination2009 

【特徴】高さ 27ｍの巨大な光のツリーがイベント広場に登場。合計約 13

万個の LED を使用し、昨年よりもボリュームアップした数々のイ

ルミネーションがアリオ亀有を包みます。隣接するレストランの輝

く光の通路をはじめ、いつもと違う演出がお楽しみいただけます。 

【ＨＰ】 http://www.ario-kameari.jp/ 

  

 

≪その他の商業施設・ビル≫ 

 

 

 



■三井本館（中央区日本橋室町） 

 【期間】 12/3（木）～12/25（金）予定 

 【点灯】 17：00～  

 【タイトル】ECO EDO日本橋グリーンプロジェクト  

 【特徴】『ECO ＥＤＯ日本橋』は、江戸のまちに息づいていた共生の精神を

いまに伝え、日本橋ならではの新たなスタイルで創造し、発信する 

プロジェクト。年の瀬の日本橋では、国の重要文化財であり、本年 

開館80周年を迎えた三井本館および日本銀行の外観をグリーンに

ライトアップいたします。 

 【ＨＰ】 http://www.nihonbashi-tokyo.jp(まち日本橋) 11/20アップ予定 

 

 

■新宿三井ビルディング （新宿区西新宿 2丁目） 

【期間】 11/16（月）～2/14（日）予定 

【点灯】 16:00～24:00 

【タイトル】ウィンター・イルミネーション 

【特徴】南正面玄関近く電柱ポールを含め、55HIROBA を中心にイルミネーション

を実施予定、イルミネーションはすべて LED を使用。ホワイトと電休色の２

色にて実施。また、12/1～12/5（予定）には 55HIROBAに巨大なクリスマス

ツリーを設置し、館内ではポインセチアやクリスマスリース等を使用してク

リスマス装飾を実施（予定）。南正面玄関近くのバルコニーには体験型装

飾として、夜の時間帯に幸せの鐘の音が聞けるガゼボあり。昨年は写真の

撮影スポットとしてご好評いただきました。 

【ＨＰ】 http://www.shinjukumitsui55info.jp/ 

 

 

■ゲートシティ大崎 （品川区大崎 1丁目） 

【期間】 11/18（水）～12/25（金） 

【点灯】 11:00～24:00 （点灯式 11/18 18：00） 

【タイトル】ゲートシティ大崎クリスマス 2009 

【特徴】地下１階の大アトリウムの一角に美しいツリーが出現、癒しと寛ぎ

の空間を演出します。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癒されます。12/23（祝）にはサンタクロースが

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。 

【HP】 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】 11/9（月）～2/19（金） 

【点灯】 16:00～24:00 

【特徴】雪の結晶をモチーフに各所にちりばめたクリスマスデコレーション。

流れ落ちる光と連続する光のカーテンで並木道をクリスタルストリー

トとして演出します。 

【ＨＰ】 http://www.garden-at35.com

 

 

 

 



■ワールドビジネスガーデン （千葉市美浜区） 

【期間】 11/24（火）～12/25（金） 

【点灯】 16：00～24：00 

【タイトル】心温まるクリスマス 

【特徴】WBGを訪れる多くの方々を笑顔にすることができる、温かい装

飾を目指しております。 

【ＨＰ】 http://www.wbg35.com/ 

 

 

 

■淀屋橋ｏｄｏｎａ （大阪市中央区） 

【期間】 11/13（金）～12/25（金） 

【点灯】 17:00～24:30  

【タイトル】ｏｄｏｎａクリスマス 

【特徴】メインとなる御堂筋側にはウォールウォッシャーを使用しての

ライトアップを実施。加えてオドナの周辺を約 64,000 球の LED

でライトアップ 

【ＨＰ】 http://www.odona.jp 

 

 

 

 

 

※ 11月中旬より、当社ホームページにてクリスマスイルミネーションの最新情報を随時ご紹介

させていただきます。是非、ご覧ください。 ＿＿＿http://www.mitsuifudosan.co.jp＿＿＿ 

 

 

 


