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東京 丸の内・横浜ランドマークタワー・マークイズみなとみらいのクリスマスは「ディズニー」がテーマ
横浜ランドマークタワーには「STAR WARS」のプロジェクションマッピングが登場！

Bright Christmas 2014
Marunouchi＆Yokohama Landmark Tower＆MARK IS minatomirai
～Disney TIMELESS STORY ここから始まる、終わらない物語。～

１１月１３日（木）～１２月２５日（木）開催
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、三菱 地所リテールマネジメント
株 式 会 社は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株 式 会 社（以 下 、ディズニー社）の協 力のもと、１１月１３
日（木）から１２月２５日（木）の期間中、「Bright Christmas 2014 Marunouchi＆Yokohama Landmark
Tower＆MARK IS minatomirai ～Disney TIMELESS STORY ここから始まる、終わらない物語。～」
と題し、ディズニーをテーマとしたクリスマス・プロモーションを展開します。
昨年、約１,０００万人を動員し大変ご好評頂いたディズニー社協力のクリスマス・プロモーションを、
今 年 は 横 浜 み な と みら い に 昨 年 オ ー プ ン し た 「 マ ー ク イ ズ み なと み ら い」 を 加 えた ３ 施 設 に 拡 大 し て
展開します。また、ミッキーマウス、ミニーマウスでおなじみの「Disney」や幅広い層に人気の
「Disney/PIXAR」に、１９７０年代から圧倒的な人気を誇る「STAR WARS」シリーズの壮大なストーリーが
加わります。さらに、映画『アベンジャーズ』や『アイアンマン』で有名な「MARVEL」のストーリーが加わり、
「MARVEL」のキャラクターとストーリーの驚くべき世界を発見・体験する機会をファンのみなさまへ
ご提供します。これは、ディズニー社が所有する「Disney」「Disney/PIXAR」「STAR WARS」「MARVEL」の
素晴らしいストーリーとキャラクターがフィーチャーされる日本初のクリスマス・プロモーションです。
東京 丸の内・丸ビル１階のマルキューブ会場では、大ヒット映画「アナと雪の女王」にインスパイアされた
雪と氷の世界観を再現。横浜ランドマークタワーで開催中のドックヤード・プロジェクションマッピングは、
期間限定で映画「STAR WARS」のキャラクター達が登場するオリジナル映像を上映します。また、期間中
対象施設の約１２０店舗にて、ここでしか購入できない限定商品や先行販売商品など、特別なディズニー
アイテムが登場し、それぞれの施設でディズニーの世界観を多くのお客様にお楽しみ頂くことができます。
この冬、三菱地所グループの３施設、東京 丸の内・横浜ランドマークタワー・マークイズみなとみらい
で展開される「Disney TIMELESS STORY～ここから始まる、終わらない物語。～」をお楽しみください。

丸ビル１階 マルキューブでは
「アナと雪の女王」の世界観を再現
(イメージ)

横浜ランドマークタワー
「ドックヤード・プロジェクションマッピング」
（イメージ）

Ⅰ．イベント概要
Ⅱ．ディズニーアイテム
Ⅲ．イルミネーション情報（東京 丸の内・横浜ランドマークタワー）
©Disney © & TM Lucasfilm Ltd．

ディズニーアイテム

Ⅰ．イベント概要
期間 ： １１月１３日（木）～１２月２５日（木）
場所 ： 東京 丸の内、横浜ランドマークタワー、マークイズみなとみらい

【東京 丸の内】
■丸ビル
＜１Ｆ マルキューブ＞
きらめく、雪と氷のストーリー「Snow & Ice Story」
～「アナと雪の女王」の終わりのない感動に酔いしれて～
大ヒット映画「アナと雪の女王」にインスパイアされた雪と氷の美しい世界観を再現。
イメージ

ツリー正面のテラスは絶好のフォトスポットに。
・観覧時間 ６：００～２４：００
アカデミー賞 W 受 賞、エンターテイメント界の記 録 を塗り変えた空前の
大ヒットミュージカルが MovieNEX で、いつでもどこでも楽しめる！
王家の姉 妹、エルサとアナを主人公に、心ゆさぶる歌と圧巻の映像で
＜真実の愛＞を描いた感動の物語。
『アナと雪の女王』MovieNEX 好評発売中
すべての楽しい！が、この中に！
ブルーレイ/DVD/デジタルコピー/MovieNEX ワールド
©2014Disney

＜１Ｆ 丸の内カフェｅａｓｅ＞
マーベル・カフェ －ヒーローたちの軌跡－
世界中で“現象”を引き起こしたあの『アベンジャーズ』の最新作『アベンジャーズ

2015 年 7 月 4 日（土）公開

／エイジ・オブ・ウルトロン』日本公開決定を記念し、これまでのヒーローたちの
活躍を集めた“マーベル・カフェ”が期間限定でオープン！ヒーローたちをイメー
ジしたメニューはもちろん、店内には最強ヒーローたちが訪れたかのような形跡
も！？来年の公開がますます楽しみになるカフェに、ぜひお越しください。
・営業時間 月～水
木・金

７：３０～２３：００（LO２２：３０）
７：３０～２４：００（LO２３：１５）

土・日・祝 １０：００～２３：００（LO２２：３０）

■新丸ビル

『アイアンマン 3』ブルーレイより
©2014 marvel

＜３Ｆ アトリウム＞

心に輝きをともす、ロマンティックストーリー「Romantic Story」
～ランタンの光に包まれて、あなたの心にも輝きを～
映画「塔の上のラプンツェル」から、主人公ラプンツェルがゴンドラに
乗り、ランタンの光に包まれて恋に落ちるシーンをイメージしました。
光輝く幻想的でロマンティックな世界を演出します。
・観覧時間 １１：００～２１：００

©Disney TM & ©2014 MARVEL & Subs.

イメージ

■丸の内ブリックスクエア ＜一号館広場＞
ちょっと不思議な、ファンタジーストーリー「Fantasy Story」
～驚きに満ちたワンダーランドに、心魅せられて～
映画「ふしぎの国のアリス」から、ちょっと不思議なツリーが登場。
一号館広場の木々にはイルミネーションが灯り、一歩足を踏み入れると、
そこには驚きに満ちたワンダーランドに迷い込んだような世界が広がります。
・観覧時間 ６：００～２４：００

イメージ

・一号館広場イルミネーション点灯時間 １７：００～２３：００ （１２月は～２４：００）

■丸の内オアゾ

＜１F ○○広場＞

人気者たちの、楽しくゆかいなストーリー 「Happy Story」
～ミッキーとその仲間たちが勢揃い！大人になっても
ワクワクできる夢の世界で、楽しいひとときを～
幅広い世代に愛されるキャラクター達をイメージしたツリーが登場。
１９２７年に誕生したウォルト・ディズニー最初のアニメーション・スター、
どんな時も最高にツイているウサギ、オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットの立像や、
ディズニーアニメーションのクラシック作品をテーマにしたパネルも展示します。

イメージ

・観覧時間 ６：００～２４：００

■新東京ビル ＜１F 通路＞
心なごむ、ほのぼのストーリー「Heartwarming Story」
～世界中の人々から愛される「くまのプーさん」。
心温まる、可愛らしい世界に癒されて～
「くまのプーさん」の絵本風キャラクターアートが登場。
心温まる癒しをもらえる「くまのプーさん」の世界をお楽しみください。

イメージ

・観覧時間 平日７：００～２３：３０ 土７：００～２２：００ 日・祝１０：００～２２：００

■行幸地下ギャラリー ＜行幸通り地下＞
エキサイティングな、ヒーローストーリー「Exciting Story」
～手に汗握るアクションの数々に、魅了されて～
熱いシーンで世界中の人々を魅了してやまない、アベンジャーズで
おなじみ「MARVEL」作品のキャラクター紹介やポスターを展示

イメージ

します。

壮大な宇宙が舞台「Space Adventure Story」
～時を隔てても色褪せない、感動と興奮をもう一度～
多くの人々に夢と感動を与え続ける「STAR WARS」シリーズ 6 作品の
キャラクター紹介やポスターを展示します。
イメージ

【横浜 みなとみらい】
■横浜ランドマークタワー
＜ランドマークプラザ １F ガーデンスクエア＞
心ときめく、プリンセスストーリー「Princess Story」
～華やかでロマンティックなプリンセスたちの世界に、時を忘れて～
ディズニープリンセス「シンデレラ」のハッピーエンドストーリーから、
ガラスの靴やカボチャの馬車を配したツリーが登場します。
・観覧時間 ７：００～２４：００

イメージ

©Disney ©DISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. TM & ©2014 MARVEL & Subs. © & TM Lucasfilm Ltd.

＜ランドマークプラザ ３Ｆ＞
MovieNEX 発売記念 映画 『マレフィセント』 世界展
アンジェリーナ・ジョリー×ディズニーの大ヒット映画『マレフィセント』。
その劇中で使用された衣装などを特別展示。名作「眠れる森の美女」
©2014 Disney

のもうひとつの物語。禁断の秘密が明かされる・・・。
・観覧時間 ７：００～２４：００

ディズニー最新映画 『イントゥ・ザ・ウッズ』 特別パネル展

『マレフィセント』 MovieNEX
12 月 3 日（水）発売

ディズニーが伝説のブロードウェイ・ミュージカルをメリル・ストリープ、
ジョニー・デップといった豪 華キャストで完全映 画化！２０１５年３月
１４日(土）公開『イントゥ・ザ・ウッズ』から作品の象 徴的なシーンを
集めたパネル展を映画公開に先駆けて開催。シンデレラ、
ラプンツェル、赤ずきん、ジャックと豆の木といった“おとぎばなしの
主人公たち”のその後を描いた大人に捧げるミュージカル映画の世界

3.14（土）
全国ロードショー

観をどこよりも早くご体験下さい。
・観覧時間 ７：００～２４：００

© 2014 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

＜横浜ランドマークタワー ドックヤードガーデン＞
ドックヤード・プロジェクションマッピングで繰り広げられる迫力のストーリー 「Adventure Story」
～迫力とスケール感に満ちたオリジナル映像を、心ゆくまで楽しんで～
２０１５年１２月には最新作の公開が決定している伝説の映画「スター・ウォーズ」
の期間限定映像を１８０度体感型プロジェクションマッピングで上映！高さ約１０
ｍ、横 幅 約 ２９ｍの迫 力 と スケール感 に満 ちたオリジ ナル映 像 を、心 ゆくまで
お楽しみください。
・時間 １８:３０より一日５回実施予定

イメージ

（１８:３０～、１９:１０～、１９:５０～、２０:３０～、２１:２０～）
※天候や定期点検等により実施できない場合があります。
※整理券 各回５００人
※整理券発券時間 １０:００～２０:３０（無くなり次第終了）
※整理券発券機 横浜ランドマークタワー３階 スカイガーデン入口
※上映時間 約６分

■マークイズみなとみらい ＜１F グランドガレリア＞
笑顔ひろがる、スマイルストーリー「Smile Story」
～とびっきりの笑顔がひろがるクリスマス～
ウッディ、バズをはじめ、映画「トイ・ストーリー」に登場するキャラクターの
ぬいぐるみを使ったオーナメントが散りばめられ、まるでおもちゃ箱を
ひっくり返したような楽しいクリスマスツリーが登場します。
イメージ

・観覧時間 ７：００～２４：００

『ベイマックス』と写真を撮ろう！
１２月２０日(土）公開ディズニー最新映画「ベイマックス」に登場する
話題のキャラクターが等身大サイズのスタンディで登場！

全国ロードショー

大きな優しさで包み込んでくれる“ふわプニ”ボディのベイマックスを
ぜひ探してみて下さい。
場所 ： 丸ビル、新丸ビル、横浜ランドマークタワー、他

©Disney © & TM Lucasfilm Ltd. ©Disney/Pixar
© 2014 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved..

Ⅱ．ディズニーアイテム
対象施設の約１２０店舗にて、ここでしか購入できない限定商品や先行販売商品など、
特別なディズニーアイテムが登場します。
※在庫が無くなり次第終了いたします。 ※価格や仕様は変更となる場合がございます。
販売期間：１１月１３日（木）～
＜商品一例＞
【東京 丸の内】

アクアガール（丸ビル 2 階）
03-5220-7079
「ふしぎの国のアリス」ポーチ
各 3,900 円 (税込 4,212 円)

ガリャルダガランテ（丸ビル 2 階）
03-5220-7048
「ミッキーマウス」インターシャニット
18,000 円(税込 19,440 円)

耳がチャームポイントの、チシャ猫とうさぎ
のポーチ。思わず触りたくなるふわふわ
もこもこの素材感は、ギフトにもおすすめ。
サイズ：縦 20cm×横 20cm×マチ 4cm
各 30 個

フロントのミッキーマウスがインパクト大な
インターシャ編みのニットは、大人可愛く
着こなして。フリーサイズ
30 着

はちみつ専門店ラベイユ（丸ビル B1 階）
03-3201-1778
はちみつ「クラシックプー」ラベル
（1）フランス産ひまわり
1,000 円 (税込 1,080 円)
（2）ハンガリー産アカシア 900 円 (税込 972 円)
900 円 (税込 972 円)
（3）スペイン産オレンジ
パン、紅茶、ヨーグルトなどどんなものにもあわせやすい
人気のはちみつ 3 種類が「クラシックプー」ラベルで登場。
各 125g

銀座 夏野（新丸ビル 4 階）
03-3211-1184
「ミッキーマウス・ミニーマウス」箸・椀
4,500〜7,000 円 (税込 4,860〜7,560 円)

かまわぬ（新丸ビル 4 階）
03-3211-5277
「ディズニー」てぬぐい
1,300 円(税込 1,404 円)

素材に天然木と漆を使った、高級感溢れる箸と
お椀。ディズニーキャラクターをモチーフにした
本格的な伝統工芸品は、贈りものにもおすすめ。

柄名：（左）ドナルドとたまご （右）魔法の鏡
日本の伝統的な柄を取り入れつつ、個性あふれ
る キャ ラク タ ーを 生 か し た 遊 び 心 の ある 手 ぬ ぐ
い。全 10 柄 （新丸ビル店、マークイズみなとみら
い店は限定色があります
綿 100％、サイズ：約 34cm×約 90cm

【横浜 みなとみらい】

人気のパールハンドルのカゴバッグ。
スパンコールやビジューでかたどった
ミニーが可愛い、大人ガーリーなデザイン。
サイズ：縦 17cm×横 28cm×マチ 14cm

～マークイズみなとみらい～

～ランドマークプラザ～

ストンプ・スタンプ（ランドマークプラザ 4 階）
045-222-5495
「トイ・ストーリー」デニムプリントパンツ
6,900 円(税込 7,452 円)

カナル 4℃（ランドマークプラザ 3 階）
045-641-5721
スノーカットネックレス＋ぬいぐるみセット（オラフ）
17,000 円（税込 18,360 円）

ストンプ・スタンプ限定のディズニーコレクション。
色落ちやダメージが、本物のデニムそっくり。
コットン 100％で柔らかく、軽やかな着心地。
サイズ：80～130cm

雪の結晶がモチーフになった、大人可愛いデザイン。
輝く石と繊細なチェーンが胸元をより華やかに。
「アナと雪の女王」のキャラクター、オラフのぬいぐるみ
には“Let it go”のオルゴールを内蔵。
素材：K10WG/キュービック チェーン：40 ㎝
※オラフのぬいぐるみは仕様が変わる場合があります

Ⅲ．イルミネーション情報

アナトリエ ミュゼ プリヴェ（新丸ビル 3 階）
03-5220-2777
「ミニーマウス」カゴバッグ
20,000 円 (税込 21,600 円)

©Disney ©DISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. ©Disney/Pixar

ゾフ（マークイズみなとみらい 3 階）
045-319-6265
「ミッキーマウス/ドナルドダック」
メガネフレーム
各 5,000 円（税込 5,400 円）
軽くて柔軟な素材を使用したカラフルなメガネ。
オリジナルのキュートなメガネ拭きとケース付き。
男女兼用

●丸の内イルミネーション 2014
有楽町と大手町をつなぐ約１.２ｋｍに及ぶ丸の内仲通り沿いの街路樹約２４０本等が、丸の内
オリジナルカラー“シャンパンゴールド”のＬＥＤ約１１１万球で上品に光り輝きます。丸の内イルミネーション
では、従来品と比べ１球あたりの消費電力を６５％削減 *1 する「エコイルミネーション」を使用して
きましたが、さらに今年は「エコイルミネーション」のエネルギー損失を減らし、高効率化を実現。
世界で一番地球にやさしいイルミネーションが進化を遂げ、従来の明るさや輝きは変わらず、
使用電力を１球あたりさらに３０％カットする『ＮＥＷエコイルミネーション』を一部に採用。丸の内
ブリックスクエア前から丸ビル前、及びＪＰタワーＫＩＴＴＥ前まで、約３８万球を導入します。また期間
中は、使 用するすべてのエネルギーに太 陽 光 や風 力 などの自 然エネルギーにより発 電 された
グリーン電力を使用し、環境や電力不足に配慮します。
*１

ＬＥＤ電球１球あたり（２００９年度使用のＬＥＤ電球の比較）

主

催： 丸の内イルミネーション実行委員会
（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）
協
力： 三菱地所株式会社
実施期間： ２０１４年１１月１３日（木）～２０１５年２月１５日（日）
９５日間（予定）
点灯時間： １７:００～２３:００（予定）
※１２月は２４：００まで点灯（予定）
場
所： 丸の内仲通り 他
丸の内イルミネーション過去開催の様子
電 球 数： 約１１１万球
カ ラ ー： シャンパンゴールド（ＬＥＤ） ※丸の内オリジナルカラー
◆ 『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、約１／３の使用電力で同
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」のエネルギー損失を
さらに減少し、高効率化を実現したモデル。
⇒輝き、きらめきは従来のエコイルミネーションのまま、消費電力
の約３０％削減を実現。今年から、約３８万球を丸の内ブリック
スクエア前～丸ビル前、及び JP タワーKITTE 前で導入。
【丸の内イルミネーション２０１４ 開催マップ】

エコイルミネーション

丸の内
ブリック
スクエア

丸ビル

ＮＥＷエコイルミネーション
（イメージ）

ＮＥＷエコイルミネーション

新丸ビル

JP ﾀﾜｰ
KITTE
東京ビル
TOKIA

ｉｉｙｏ!!
(イーヨ!!)

丸の内
オアゾ

●横浜ランドマークタワーイルミネーション 2014
横浜ランドマークタワー１階外構の樹木では、丸の内と同じ“シャンパンゴールド”
のＬＥＤ約３万球で光り輝くイルミネーションが灯ります。
実施期間： ２０１４年１１月７日（水）～２０１５年２月２８日（土）
点灯時間： １７:００～２４:００ （予定）

過去開催時の様子

＊掲載にあたってのお願い
本リリースに記載の Disney TIMELESS STORY 関連の各種画像をご掲載いただける際には、
下記のコピークレジットをご記載願います。
©Disney
くまのプーさんの画像には
©DISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
ディズニーピクサーの画像には ©Disney/Pixar
スター・ウォーズの画像には © & TM Lucasfilm Ltd.
マーベルの画像には TM & ©2014 MARVEL & Subs.
・画像は全てイメージとなりますので、「画像はイメージです」の記載をお願いいたします。
・会場の都合により開催日が異なる場合がございますので予めご了承ください。

