2018 年 9 月 19 日

＜六本木ヒルズクリスマスイベント情報 第 1 弾＞

今年は約 10m の本物のもみの木や、触って座れるニットのツリーが登場！

『Roppongi Hills Christmas 2018』
東京の冬の風物詩「けやき坂イルミネーション」や、12 回目を迎えるクリスマスマーケットも
毎年 700 万人と１年で最も多くの人が訪れる六本木ヒルズのクリスマス。今年の「Roppongi Hills Christmas 2018」は、
11 月上旬に行われる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、12 月 25 日（火）まで展開。3 カ所のイ
ルミネーションをはじめ、クリスマスマーケット、コンサートなどを展開。街全体がきらきらと輝くイルミネーションと人々のあたた
かさに包まれます。
今年は、約 400m のけやき並木を約 70 万灯の LED で彩る冬の東京の風物詩「けやき坂イルミネーション」をはじめ、
「66 プラザ」には高さ約 10m の本物のもみの木を使ったクリスマスツリーが、「ウェストウォーク」にはニットをモチーフにした独
創的なクリスマスツリーが登場します。また、家族や愛する人とのあたたかな時間が紡ぎだされる「クリスマスマーケット」や
「クリスマスコンサート」、レストランやカフェで販売するビジュアル系クリスマスケーキ、わくわくするクリスマスショッピングなど、
期間中、六本木ヒルズ全体が煌い光に包まれ、ここでしか味わえないクリスマスを体験いただけます。

Roppongi Hills Christmas 2018 開催概要
日
場

程： 11 月上旬 ～ 12 月 25 日（火）
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）
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クリスマスイルミネーション：
冬の風物詩としてすっかり定着した六本木けやき坂通り“けやき坂イルミネーション”の点灯を皮切りに、66 プラザやウェストウォ
ークでは、エリアごとに個性溢れるイルミネーションを展開します。
（※毛利庭園でもイルミネーションを開催予定です。詳細情報は、11 月上旬配信予定の第 2 弾リリースで情報解禁予定です。）

けやき坂イルミネーション
六本木の街に冬の訪れを告げるけやき坂イルミネーション。15 周年を迎えた今年の演出テーマは「LIVE veil」。輝き続ける
“SNOW＆BLUE”が放つ都会的で洗練されたきらめきが皆さまをお迎えします。その時・その瞬間にしか出会えない、六本木ヒ
ルズならではの感動を味わってください。
日

程：

場
所：
内
容：
ライティングデザイン：
協
賛：

11 月上旬 ～ 12 月 25 日（火）
17：00～23：00
六本木けやき坂通り
約 70 万灯の LED
内原智史デザイン事務所
Galaxy

白色と青色の LED “SNOW＆BLUE”（昨年の様子）
【Galaxy】
10 年目のコラボレーションを迎える今年も、けやき坂に煌くイルミネーションをみなさまにお届けします。
同社の"スマートフォン"および"ウェアラブル"など各製品は、ハイスペックかつ便利な機能を搭載し、多くのお客様にご愛用いただいています。
今年も Galaxy Studio が装いを新たに 11 月 15 日からヒルズカフェ／スペースにオープン。訪れるお客様にあっと驚く素敵な時間を提供します。

＜六本木ヒルズ「けやき坂イルミネーション」秘話＞

1. 人気の撮影ポイントは、東京タワーと 400m 続く迫力のイルミネーション
けやき坂イルミネーションは絶好のフォトスポット。六本木けやき坂通り中央に位置するブリッジの上は、東京タワーと一
緒に撮影できる人気の撮影場所です。他にも、けやき坂通りの「エスカーダ」前や「ツタヤ トウキョウ ロッポンギ」付近で
は、坂の上下からイルミネーションの全体像が撮影できます。特にイルミネーションが点灯するタイミングは、ムービー撮影
にもお勧めです。

2. 環境にもやさしい！100％自家発電設備から供給された LED を採用したイルミネーション
六本木ヒルズのイルミネーションは、環境に配慮し、2003 年の開業以来 LED を採用しています。100％自家発電設備
からの供給となります。さらに環境貢献としてのグリーン電力（日本風力開発株式会社）を今年も利用します。
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NEW 66 プラザ イルミネーション
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。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
程：
時
間：
場
所：
内
容：
ライティングデザイン：
協
賛：

11 月中旬～ 12 月 25 日（火）
17：00～24：00
66 プラザ
約 15,000 灯の LED
内原智史デザイン事務所
MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

【MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社】
世界で最も愛されているシャンパン、モエ・エ・シャンドンは、一年で最も華やぐホリデーシーズンに
66 プラザイルミネーションとともに"MOËT CHRISTMAS MARCHÉ 2018"を期間限定で開催いたします。
日常を特別な瞬間に変えるシャンパンの魔法で大切な人と忘れられない特別な#MOETMOMENT を過ごして
みませんか。

※イメージパース

NEW ウェストウォーク イルミネーション
今年のウェストウォークには、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。裾には腰掛けたり寝転がったりすることができます。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：
場
所：
デ ザ イ ン：
テ キ ス タ イ ル：
照
明：

11 月 16 日(金) ～ 12 月 25 日（火） （予定）
ウェストウォーク 2F 南側吹抜けおよび回廊
DOMINO ARCHITECTS（大野友資、山本基揮）
TEXT（大江よう）
Tokyo Lighting Design（矢野大輔）

※イメージパース

クリスマスイベント：
六本木ヒルズでは期間中様々な場所で、クリスマスをお祝いするイベントを開催します。本場ドイツの雰囲気を楽しめるクリスマ
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など、さまざまなコンテンツを予定しています。また、六本木ヒ
ルズ内の各店舗では、クリスマス限定の商品やサービスをご用意し、皆さまに特別な時間を提供します。

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。会
場は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。本場ドイツを思わせる豪華なデコレーションの店舗には、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 種類以上の商品を取り揃え、心
温まるクリスマスをお届けします。まるでドイツを訪れているかのような雰囲気をお楽しみください。
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）は夕方よりスタート
※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
【フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社】
フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社は、昨年、10 月にデビューしたばかりの Arteon の展示などで、クリスマスマーケットを盛り上げました。
今年も、クリスマスマーケットの本場であるドイツが故郷の自動車メーカーとして、「クリスマスマーケット 2018」を応援します。

3

クリスマスコンサート
六本木ヒルズのクリスマスコンサートは、六本木ヒルズオープン以来毎年開催している恒
例イベントです。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。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。
日
程： 12 月 22 日（土） ～ 12 月 24 日（月・休）
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
※出演アーティストは後日発表します。

※過去の様子

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。
日
場

程：
所：

11 月 23 日（金・祝） ～ 12 月 25 日（火） ※雨天中止
ヒルサイド 1F
※過去の様子

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
協

間：
賛：

11 月 16 日（金） ～ 12 月 25 日（火）
シチズン時計株式会社
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