2018 年 11 月 1 日
報道関係者各位
三井不動産株式会社

＜約 40 万球※のイルミネーションで日比谷エリア全体が彩られる！＞

HIBIYA Magic Time Illumination
名作ミュージカルの音楽に合わせたスペシャルショーや、雨の日限定プレミアムショー
～音と光で華やかな演出を繰り広げる～
期間：2018 年 11 月 14 日（水）～2019 年 2 月 14 日（木）
三井不動産株式会社 (本社：東京都中央区 代表取締役社長：菰田正信)は、2018 年 11 月 14 日（水）から
2019 年 2 月 14 日（木）までの期間、東京ミッドタウン日比谷を含む日比谷エリアで、「HIBIYA Magic Time
Illumination」と題し、一般社団法人日比谷エリアマネジメント、東宝株式会社と共に、イルミネーションを開催します。
「HIBIYA Magic Time Illumination」は、日比谷仲通りを中心にエリア全体で展開します。
※合計約 40 万球：
Starlight Tree（スターライトツリー）約 7 万球、日比谷エリアイルミネーション約 15 万球、グリンチグリーンイルミネーション約 9 万球、
パークビューガーデン約 1 万球、帝国ホテル約 7 万球

★ Starlight Tree 2018

▲Starlight Tree（スターライトツリー） 特別演出イメージ

★ 日比谷エリアイルミネーション

▲日比谷エリアイルミネーション Opening Blue イメージ

▲Starlight Tree（スターライトツリー） 雨の日演出イメージ

★ グリンチ Green Magic Illumination

▲グリンチ GREEN Magic Illumination イメージ
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Starlight Tree（スターライトツリー） 2018
東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場で皆様をお出迎えするのは、高さ約８メートルの生木のツリー「Starlight
Tree（スターライトツリー）」です。15 分に 1 回、「Magic Time（特別演出）」が訪れ、ミュージカル“マイ・フェア・レディ”
の音楽に合わせてツリーがカラフルに染まります！さらに雨の日しか見ることのできない特別な演出も必見！エンターテインメントの
街にふさわしいスペシャルなひと時をお楽しみください。
実施期間：2018 年 11 月 14 日（水）～12 月 25 日（火）
点灯時間：17：00～24：00（15 分に 1 回特別演出あり）
場
所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場
通常演出

宇宙空間をイメージ！日比谷ステップ広場が星に包まれる！

流星群が降り注いで Starlight Tree（スターライトツリー）が青く点灯。光の集合が天の川のようにツリーの周りに浮かび上がり、
最後は青の世界の中に様々な星の色が混ざってきらめき、日比谷ステップ広場に宇宙空間が表現されます。

※画像はイメージです
※画像はイメージです

特別演出

ステージの華やかさを再現！「マイ・フェア・レディ」をイメージしたスペシャルショー

15 分に 1 回のスペシャルショーは「マイ・フェア・レディ」の曲に合わせて光が細かく点灯します。徐々に明るく光る様子はステージの
幕開け前の期待感を表現。ピンクと水色の光がツリーの周りを回転するように動き、全体がゴールドに染まる瞬間は主人公が
華やかな社交界に足を踏み入れた様子を連想させます。クライマックスは、ツリー全体が様々な色に光きらめきます。

※画像はイメージです

特別演出

※画像はイメージです

名作「雨に唄えば」をイメージ！ 雨の日限定プレミアムショー

ミュージカル映画の名作「雨に唄えば」をイメージし、雨の日のみ見ることができるスペシャルショーです。まずは青をベースに雨を表現。
その後、曲の軽快さに合わせてレインコートや傘をイメージした黄色の光が入り、軽やかに動きます。さらに、カラフルな光が増え、雨の後の
虹を表現。名曲「SINGIN' IN THE RAIN」に合わせたリズミカルな演出で、雨の日でも華やかなショーを楽しめます。

※画像はイメージです

※画像はイメージです

※演出は変更になる場合があります。
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日比谷エリアイルミネーション
東京ミッドタウン日比谷／日比谷仲通り／日比谷シャンテ／日比谷ゴジラスクエア
日比谷エリア全体を彩るイルミネーションは、「日本のブロードウェイ」にふさわしく、エンターテインメントに溢れた演出で
皆様をお出迎えします。ホワイトを基調に、シーズンによって色が変わる仕掛けで、何度訪れても違った時間を彩ります。
日比谷仲通りを中心にイルミネーションを施すことで、このエリアを歩きながらゆっくりとイルミネーションを楽しんでいただく空間
を実現しました。クリスマスからバレンタインまで、季節の移り変わりを日比谷のイルミネーションとともに感じていただけます。
実施期間：2018 年 11 月 14 日（水）～2019 年 2 月 14 日（木）
点灯時間：17：00～24：00
場
所：東京ミッドタウン日比谷／日比谷仲通り／日比谷シャンテ／日比谷ゴジラスクエア

※画像はイメージです

1st Magic：Opening Blue
期間：11 月14 日（水）～12 月9 日（日）

2nd Magic：Mellow Christmas
期間：12 月10 日（月）～12 月25日（火）

舞台の場面転換で使われる、青色の光。
ここからめくるめく光のショーが幕を開けます。

クリスマスの期間は、上品な赤と緑のクリスマスカラーで、
特別な夜を演出します。

※画像はイメージです

※画像はイメージです

3rd Magic：Celebration Gold
期間：12 月26 日（水）～2019 年1月31日（木）

4th Magic：Blooming Valentine
期間：2019 年2 月1 日（金）～2019 年2月14 日（木）

年末年始を祝う金色の光。バレンタインに向けて、
徐々にピンクに色づいていきます。

満開に咲き誇った、濃淡の桜色の光が、
大切な人との時間を包み込みます。

※画像はイメージです

※画像はイメージです
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グリンチ GREEN Magic Illumination
超ひねくれもののグリンチが東京ミッドタウン日比谷に現れる！
あの超人気キャラクター“ミニオン”を生み出したスタジオ、イルミネーションが新たに贈る、この冬一番話題の映画
『グリンチ』（12 月 14 日公開）が、「HIBIYA Magic Time Illumination」とコラボ。
超ひねくれ者で、みんなが大好きなクリスマスを盗もうとするグリンチのキャラクターそのままに、色鮮やかできらびやかな
イルミネーションの一角を“盗んで”、グリンチカラーであるグリーン一色のイルミネーションを繰り広げる「グリンチ
GREEN Magic Illumination」エリアが誕生。緑の光と映画の世界観を再現したとってもキュートでひねくれている
不思議な世界が、訪れるみなさんをお出迎えします。
ヨーロッパなど世界中の都市でも開催される予定のグリーンイルミネーションの世界を、東京ミッドタウン日比谷で
ぜひお楽しみください。
■実施期間： 2018 年 11 月 27 日（火）～ 2018 年 12 月 28 日（金）
■点灯時間： 17：00～24：00
■実施場所： 東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場（階段）
≪作品紹介≫
ミニオンよりも強烈な個性の超ひねくれものキャラクター・グリンチが、
村からクリスマスを盗むというとんでもない悪だくみをして大騒動を
巻き起こす！！
さらに、日本語吹替えキャストには主人公・グリンチ役に大泉洋さんが
決定している他、杏さん、ロバート秋山竜次さん、横溝菜帆さん、
宮野真守さんといった日本を代表する超人気者が集結！笑って泣いて
家族みんなで楽しめる、最高のエンターテインメント作品が、この冬
ついに公開される！

▲グリンチ GREEN Magic Illumination イメージ

！！
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「HIBIYA Magic Time Illumination」全体図
主
催：一般社団法人日比谷エリアマネジメント/東京ミッドタウン日比谷/日比谷シャンテ
実施期間：2018 年 11 月 14 日（水）～2019 年 2 月 14 日（木） 93 日間予定
※Starlight Tree（スターライトツリー）は 12 月 25 日（火）まで
※グリンチ GREEN Magic Illumination は 12 月 28 日（金）まで
点灯時間：17:00～24:00
場
所：東京ミッドタウン日比谷／日比谷仲通り／日比谷シャンテ／日比谷ゴジラスクエア
【エリアマップ】※一部調整中につき、内容が変更となる場合がございます。
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