２０１７年１０月１９日
報道関係各位
三菱地所株式会社
三菱地所プロパティマネジメント株式会社

丸の内エリア アニバーサリーイヤー

ニコライ バーグマン氏デザイン・プロデュース 花々で街全体が光り輝く

Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ Ｂｒｉｇｈｔ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ ２０１７
―Ｂｌｏｏｍｉｎｇ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ〜花で彩るクリスマス〜―
開催期間：１１月９日（木）〜１２月２５日（月）
開催場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内ブリックスクエア他
丸の内エリアでは、１１月９日（木）〜１２月２５日（月）の期間中、「Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ Ｂｒｉｇｈｔ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ ２０１７
―Ｂｌｏｏｍｉｎｇ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ〜花で彩るクリスマス〜―」を開催します。
この度、クリスマスイベントの詳細が決定しましたので、ご案内いたします。
本年は、開業１５周年を迎えた丸ビルと、開業１０周年を迎えた新丸ビルのアニバーサリーイヤーを盛り上げる、
普遍的な美のイメージを持つ 花 をモチーフをとした特別なクリスマスを展開します。新丸ビル１０周年イベントに
引き続き、スカンジナビアンスタイルと和を融合させた美しさで見る人々を魅了する、フラワーアーティスト
ニコライ バーグマン氏を起用。ニコライ氏デザイン・プロデュース、長谷川喜美氏（ベルベッタ・デザイン）
空間デザイン・演出による、クリスマスツリーや装飾が丸の内エリア各所を彩ります。
メイン会場の丸ビル１階マルキューブには、ニコライ氏作品史上最大の高さとなる１０ｍ超の壮大な花のクリスマス
ツリーが登場。音に合わせて光り輝き、様々な色に変化していくライティングショーを期間中毎日実施します。
また新丸ビルには、花のツリーが重なり合うアーチと、アニバーサリーを祝うフラワーボールが置かれ、フォト
スポットとしてもお楽しみいただけます。その他、丸の内ブリックスクエア、新東京ビル、丸の内オアゾなどでも
花を使ったクリスマス装飾が登場します。
さらに今年は、大手町・丸の内・有楽町エリアで行われるイルミネーション「東京ミチテラス２０１７」においても、
ニコライ氏を総合演出に迎え、「花とひかりのシンフォニー」と題して開催。丸の内エリア一体となって、
アニバーサリーイヤーを盛り上げる花々があふれる特別な空間を演出します。
今年のクリスマスは、光り輝く花々に包まれる、丸の内にぜひお越しください。
※１１月９日（木）丸ビルにて、ニコライ氏他ゲストをお招きしたクリスマスツリーの点灯式を実施します。詳細は１０月下旬に改めてご案内いたします。

「Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ Ｂｒｉｇｈｔ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ ２０１７」
左：丸ビル「Ｂｌｏｏｍｉｎｇ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｔｒｅｅ」イメージ（ライティングショー実施時）
右：新丸ビル「Ｂｌｏｏｍｉｎｇ Ａｒｃｈ」イメージ

＜本件に関する一般の方のお問合せ先＞
丸の内コールセンター ＴＥＬ：０３−５２１８−５１００ （１１：００〜２１：００）
※但し、日曜・祝日は２０：００まで （連休の場合は最終日のみ２０：００まで）

Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ Ｂｒｉｇｈｔ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ ２０１７ ―Ｂｌｏｏｍｉｎｇ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ〜花で彩るクリスマス〜―
■実 施 期 間 ：２０１７年１１月９日（木）〜１２月２５日（月）
■場
所 ：丸ビル、新丸ビル、丸の内ブリックスクエア、新東京ビル、丸の内オアゾ他
■主
催 ：三菱地所株式会社、丸の内商店会、丸の内オアゾ商店会

※画像は全てイメージ

【開催詳細】
■丸ビル「Ｂｌｏｏｍｉｎｇ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｔｒｅｅ」
ニコライ氏 プロデュースによる、高 さ１０ｍ超 の花 のクリスマスツリー。祝 祭
をイメージした大 きなツリーの中 から、アニバーサリーを祝う真っ赤なフラワー
ボールが空間全体に拡がり、光り輝くクリスマスを創り出します。グリーンや花を
基調としたナチュラルな素材と、クリスマスオーナメントを組み合わせた華やか
でありながら、上質感溢れる仕上がりです。
◇場
所：丸ビル１階 マルキューブ
◇観覧時間：６：００〜２４：００

■ライティングショー
花々が咲きほこるイメージの光と音の演出により様々な色に変化していく、丸の内のアニバーサリーイヤーを祝福する
ライティングショーを期間中毎日開催。祝祭感あふれ、訪れる人々を幻想の世界に誘います。
◇日
時：１１月９日（木）〜１２月２５日（月）
◇実施時間：１７：３０〜１５分毎に約２分のライティングショーを実施
（※最終回は２１：００〜。１１月９日は点灯式開催のため、実施スケジュールが変更になります。）
◇場
所：１階 マルキューブ

■丸の内ロフト ＰＯＰ−ＵＰストア 期間限定オープン
ロフトが厳選した、クリスマスをより楽しく演出できるグッズ等を販売。
◇日
◇場

時：１２月１日（金）〜１２月２５日（月） １１：００〜２１：００ ※予定
所：１階 マルキューブ

■新丸ビル「Ｂｌｏｏｍｉｎｇ Ａｒｃｈ」
祝祭感あふれるツリーが重なりあったクリスマスアーチ。
アニバーサリーを祝うフラワーボールがアーチの先に置かれ、フォトスポットとして
お楽しみ頂けます。
◇場
所：新丸ビル３階 アトリウム
◇観覧時間：１１：００〜２１：００

■丸の内ブリックスクエア「Ｂｌｏｏｍｉｎｇ Ｂｕｂｂｌｅｓ」
ゴールドを基調としたあふれだす泡のボールが積み重なったツリー。
様々なオーナメントで彩られ、光を反射してまばゆく光輝くバブル（泡の）ツリー
をお楽しみください。
◇場
所：丸の内ブリックスクエア 一号館広場
◇観覧時間：６：００〜２４：００
※点灯時間：１７：００〜２３：００（１２月は〜２４：００予定）

■新東京ビル「Ｂｌｏｏｍｉｎｇ Ｇａｒｄｅｎ」
フラワーボールが上下に浮遊しているような空気感を加えたクリスマス装飾。
鮮やかなパープルとグリーンを基調としており、上品な祝祭感が溢れます。
◇場
所：新東京ビル１階 エントランス
◇観覧時間：平日７：００〜２３：３０
土曜７：００〜２２：００、日曜・祝日１０：００〜２２：００

■丸の内オアゾ「Ｂｌｏｏｍｉｎｇ Ｇｉｆｔ Ｔｒｅｅ」
ニコライ氏のシグネチャーアイテムであるフラワーボックスをイメージしたクリスマス
ツリー。資生堂表情プロジェクトとのコラボレーションにより、表情の動きを感知
してイルミネーションが変化するインタラクションツリーです。
◇場
所：丸の内オアゾ１階 ＯＯ広場（おおひろば）
◇観覧期間：１１月９日（木）〜１２月２５日（月）（予定）
※表情の動きで変化するイルミネーション演出は１１月１６日（木）〜予定

◇観覧時間：６：００〜２４：００
※表情の動きで変化するイルミネーション演出の体験時間は異なります

◇協

力：資生堂ジャパン株式会社

その他クリスマスイベント
クーポンがもらえるインスタグラムキャンペーンや、フラワーワークショップの無料受講が当たる抽選会を開催。
丸の内エリアでのクリスマスのイベントやお食事、お買い物を楽しんだ後にぜひご参加ください。

■丸の内クリスマスインスタグラムキャンペーン
キャンペーン期間中に、丸の内エリアのクリスマス装飾を撮影し、インスタグラムに投稿していただいた方の中から
各日先着２００名様（計１，８００名様）に、丸の内エリアの対象店舗で使える５００円分のクーポンをプレゼント。
◇クーポン引換期間：１１月１０日（金）〜２６日（日）の金・土・日曜日（９日間）
１３：００〜２１：００（日曜日は２０：００まで）※各日お一人様１日１回限り
◇クーポン引換場所：丸ビル５階 空中庭園 ※予定
◇参加方法
①丸の内エリアのクリスマス装飾を撮影し「＃丸の内クリスマス」を付けてインスタグラムに投稿
②投稿したインスタグラムの画面をクーポン引換カウンターのスタッフに提示
③各日先着２００名様に、１，０００円（税込）以上のお買上げで利用できる５００円クーポンをプレゼント

■丸の内クリスマス フラワーワークショップ ｂｙ ニコライ バーグマン フラワーズ＆デザイン
丸の内エリアの対象店舗で５，０００円（税込）以上購入した方の中から抽選
で、
各日４０名様にニコライ バーグマン フラワーズ＆デザインのシニアインストラクター
によるフラワーワークショップを無料で受講出来る特典をプレゼント。
クリスマスらしいアレンジメントを制作しながら、ニコライ氏独自のフラワーデザイン
スタイルに必要なテクニックを学んでいただけます。
◇ワークショップ開催日時：１２月１６日（土）、１７日（日）
①１３：００〜１５：００ ②１７：００〜１９：００ ※予定
◇ワークショップ開催場所：丸の内エリア特設会場 ※予定
◇参加方法：１１月９日（木）〜２６日（日）の期間中に丸の内エリアの対象店舗にて購入した５，０００円（税込）以上の
レシートを抽選カウンターでスタッフに提示 ※期間中のレシート合算可／各日お一人様１回限り
・抽選カウンター：丸ビル５階 空中庭園 ※予定
・抽選日：１１月１０日（金）〜２６日（日）の金・土・日曜日 １３：００〜２１：００（日曜日は２０：００ま
で）
・当選人数：各日４０名（合計８０名） ※参加日時は先着順にて決定／変更・指定不可

＜関連イベント＞ 東京ミチテラス２０１７
東京駅周辺エリアの年末の光のイベントは、１９９９年の「東京ミレナリオ」の開催以降、恒例の冬の風物詩
となっています。新丸ビル開業１０周年、丸ビル開業１５周年、東京国際フォーラム開館２０周年、東京駅
丸の内駅前広場のグランドオープンを迎えた今年は、「Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ！」をテーマに開催。総合演出に
フラワーアーティスト ニコライ バーグマン氏を迎え、「花とひかりのシンフォニー」と題し、平和への願い、
未来への希望を発信します。
【実施概要】
名
称：東京ミチテラス２０１７
開催期間：２０１７年１２月２４日（日）〜１２月２８日（木）予定
会
場：東京・丸の内エリア
主
催：東京ミチテラス２０１７実行委員会

※画像は全てイメージ

＜「東京ミチテラス２０１７」に関する一般の方のお問合せ先＞
東京ミチテラス２０１７実行委員会（テレドーム） ＴＥＬ：０１８０−９９３−７７１

丸の内イルミネーション２０１７
ブランドショップが並ぶ約１．２ｋｍにおよぶ丸の内仲通りの２００本を越える街路樹が、上品に輝く丸の内オリジナル
カラー「シャンパンゴールド」のＬＥＤ約９８万球（大手町仲通りイルミネーション含む）で彩られ、クリスマスシーズンの
華やかな街並みを演出します。
本イルミネーションでは、従来品と比べ１球当たりの使用電力を６５％削減 ＊ する「エコイルミネーション」により、
エネルギー使用量を削減し高効率化を実現してきましたが、２０１４年度より１球あたりの使用電力をさらに３０％カット
する「ＮＥＷエコイルミネーション」を一部に採用。この取り組みが評価され、昨年には、２０１６年度（第１２回）「日本
夜景遺産」としても認定されました。今年度は、「ＮＥＷエコイルミネーション」の設置エリアを丸の内オアゾやｉｉｙｏ!!（イーヨ!!）
などにも拡大。約５７万球を導入し、従来の明るさや輝きは変わらずに、使用電力を一層抑えます。
有楽町エリア（国際ビル、新国際ビル前）では従来のストリングス型のイルミネーション装飾に加えて今年より新たに、
新しさの中にも古きよき歴史と文化が息づく街らしく、アール・ヌーボー調のデザインをモチーフにした高さ約６ｍの光
のゲートが登場するほか、「丸の内イルミネーション」の連続的な景観を維持するため、丸の内仲通りの一部工事中
仮囲い上部にもイルミネーションを施すことで、「丸の内イルミネーション」に一層の彩りを添えます。また本年も、
大手町仲通りでのイルミネーション装飾を実施します。
＊：ＬＥＤ電球１球あたり（２００９年度使用のＬＥＤ電球との比較）

◆主

催 ：丸の内イルミネーション実行委員会（以下の団体で組成）
東京都、千代田区、一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、
ＮＰＯ法人大丸有エリアマネジメント協会
◆協
力 ：三菱地所株式会社
◆企画制作 ：三菱地所プロパティマネジメント株式会社
◆実施期間 ：２０１７年１１月９日（木）〜２０１８年２月１８日（日） １０２日間（予定）
※大手町仲通りイルミネーションは２０１７年１１月１６日（木）〜（予定）
◆点灯時間 ：１７：３０〜２３：００（予定） ※１２月は、１７：００〜２４：００まで点灯予定
※大手町仲通りイルミネーションは期間中１７：００〜２４：００まで点灯予定
◆場
所 ：丸の内仲通り、東京駅周辺 ほか
◆電 球 数 ：約９８万球 シャンパンゴールド（ＬＥＤ） ※丸の内オリジナルカラー （２００７年より同色）
【丸の内仲通り“アーバンテラス 開催時間拡大】
丸の内仲通り丸ビル前〜丸の内パークビル前の区間において、平日１１：００〜１５：００、土日祝１１：００〜１７：００の時間行って
いる交通規制を、１２月１日（金）〜１２月２８日（土）の期間、１７：００〜２１：００（予定）の時間帯においても車道の交通規制を
行います。

ＮＥＷエコイルミネーション
有楽町エリア：

エコイルミネーション

光のゲート

フェイク枝のイルミネーション
※丸の内仲通り：有楽町電気ビル〜丸ビル 及び 新丸ビル〜iiyo!!（イーヨ!!）

※大手町仲通り：大手町フィナンシャルシティ サウスタワー〜ノースタワー
【ＮＥＷエコイルミネーションとは】
従来型ＬＥＤ電球の電力をコントロールすることで、使用電力を約６５％削減しながら同等の明るさを得ることに成功した「エコイルミネーション」の
エネルギー消費をさらに低減し、高効率化を実現した新モデル。
⇒明るさは従来のエコイルミネーションのまま、使用電力の約３０％削減を実現。約５７万球を丸の内ブリックスクエア前〜ｉｉｙｏ!!（イーヨ!!）、
および丸の内オアゾ前に導入予定。

■大手町仲通りワインフェスティバル
◇開催日時：２０１７年１１月１６日（木） １１：００〜２０：００（予定）
◇会
場：大手町仲通り
◇協
賛：メルシャン株式会社
◇内
容：昨年より大手町仲通りへイルミネーションが延伸！本年も丸の内同様に「シャンパンゴールド」色に染まる
大手町仲通りにて、ボージョレ・ヌーボーの解禁日にメルシャン協賛のワインイベントを開催。
・大手町マルシェ （１１：００〜２０：００予定）
・エリア就業者向けボージョレ・ヌーボーの無料試飲サービス （１８：００〜２３：００） ※無くなり次第終了
・ＳＮＳプレゼントキャンペーン (１８：３０〜２３：００) ※プレゼントが無くなり次第終了
フォトスポットで写真を撮ってＳＮＳに投稿した方にコドーニュのスパークリングワイン「カバ」の１杯
サービスと豪華賞品が当たるスクラッチカードをプレゼント。
・音楽コンサート（１８：３０〜）

「あらゆるものをダイナミックに調和させ、新たな価値を生み出す街」丸の内。それは、私たち三菱地所が世界に発信する街のあり方です。

