2020 年 11 月 5 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

【Marunouchi Bright Christmas 2020 ～LOVE & WISHES～】
自身初のクリスマス・チャリティ・アルバム「So Special Christmas」の発売を控えた

MISIA が点灯式へ登場
地球への感謝が込められたツリーへ点灯を実施
MISIA の楽曲に合わせたライティング演出で、集まった人々を魅了！
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は、丸の内エリアにて、11 月 5 日（木）～
12 月 25 日（金）の期間中、「Marunouchi Bright Christmas 2020 ～LOVE & WISHES～」を開催しております。
イベント初日となる本日、メイン会場の丸ビル 1 階 マルキューブにて、生物多様性の保全活動や、アフリカを
はじめとして、世界の恵まれない子供たちへの支援活動などの社会貢献活動に力を入れ、自身初のクリスマス・
チャリティ・アルバム「So Special Christmas」の発売を 11 月 18 日（水）に控えた MISIA をゲストに迎えて、様々な
動植物が暮らし、かけがえのない生命の源である地球への感謝の思いが込められたメインツリー「『Love
Earth』地球を愛する」を点灯しました。
当日、MISIA が登場すると、会場全体を包みこむように大きな拍手が鳴り響きました。MC とのトークでは、今年 1
年の活動の様子や、クリスマス・チャリティ・アルバム「So Special Christmas」へ込めた想いなどをお話されました。
点灯式では、高さ約 10ｍの巨大なクリスマスツリー「『Love Earth』 地球を愛する」が光に包まれ、MISIA 自
身初のクリスマス・チャリティ・アルバム「So Special Christmas」のために、世界的に有名な賛美歌をアレンジ
し、新たにレコーディングされた「Gloria -glorious evolution-」に合わせたライティングショーで会場に来た人々を
魅了しました。丸ビル外構部では、同時刻に点灯した丸の内仲通りのイルミネーションも輝きを放ち、自然や人を
想う様々な気持ちを表現した各会場のクリスマスツリーの幻想的で暖かな光とともにクリスマスのスタートを彩
り、丸の内のまち全体が、“愛と希望”に包まれました。式中にお披露目されたライティングショーは、期間中毎
日 17:00～21:00 の間、15 分間隔で開催されます。楽曲は、「Gloria –glorious evolution-」バージョンに加え、MISIA
の大ヒットソング「Everything」バージョンの 2 曲が交互に流れます。
また、ツリーの点灯後には、ゲストとしてポニーのレイナちゃんも登場。MISIA とレイナちゃんのツーショットを披
露した他、クリスマス・チャリティ・アルバム「So Special Christmas」でアーティスト収益の一部を寄付する「公益財
団法人スペシャルオリンピックス日本（SON）」から所属の選手 2 名を交えて、馬術の魅力や、SON の活動に
ついてトークショーを行いました。
※今回の点灯式はニッポン放送の番組収録を兼ねており、トークショーの様子はニッポン放送「MISIA のオールナイトニッポン GOLD」（11 月 23 日
（月・祝）22:00～24:00）にてお楽しみいただけます。

MISIA と丸ビル「『Love Earth』 地球を愛する」

MISIA と丸ビル「『Love Earth』
地球を愛する」

MISIA と丸ビル「『Love Earth』
地球を愛する」

Marunouchi Bright Christmas 2020 ～LOVE & WISHES～
【開催日時】 2020 年 11 月 5 日(木)～12 月 25 日(金)
【開催場所】 丸ビル・新丸ビル・丸の内テラス・丸の内ブリックスクエア・丸の内オアゾ他
【主

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

【デザイン・演出】 長谷川 喜美氏※
※ベルベッタ・デザイン代表。「空気をデザインする」をテーマに空間に関わるさまざまなクリエイションを手掛ける。

代表作として、善光寺「開花-Blooming moment-」、新江ノ島水族館「ヒカリノエノスイ」、丸の内「Marunouchi Bright
Christmas 2018」、表参道イルミネーション等。大型複合施設の冬期装飾/空間演出、店舗の内装、CI/グラフィック、
映像など、活動領域は多岐に渡る。JACE イベントアワード最優秀賞経済産業大臣賞、フランス国民美術協会主催
サロン展 2014 年金賞及び審査員賞金賞/DSA 優秀賞他 www.velveta.jp

各会場のクリスマス装飾・コンテンツ

長谷川喜美氏

※画像はイメージ

■丸ビル：「Love Earth」 地球を愛する
様々な動植物が暮らし、かけがえのない生命の源である地球への感謝の想いが
込められたクリスマスツリーです。 ツリー全体で地球を愛する想いを表し、リスや
トナカイなど、切り絵のデザインで様々な動植物がちりばめられています。 ツリーの
主な素材として採用している木材は本イベント終了後、環境資源として活用予定で
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」
「Everything」など MISIA の楽曲を使用したライティングショーを期間中毎日実施します。
【期
間】11 月 5 日(木)～12 月 25 日(金)
【実施時間】17:00～15 分毎にライティングショーを実施
（※最終回は 21:00～。11 月 5 日は点灯式開催のため､実施スケジュールが変更｡）
【場
所】丸ビル 1 階 マルキューブ
【楽
曲】毎時 00 分・30 分スタート ： 「Gloria –glorious evolution-」（約 5 分）
毎時 15 分・45 分スタート ： 「Everything」（約 7 分）
※ソーシャルディスタンス確保のため場内の人数を規制させていただきます。入場前に整理券を配布する場合がございます。
※立ち見での観覧となります。※機材の不調など諸事情により上演時間の変更や中止する場合がございます。

■新丸ビル：「Love Flower」 花を愛する
エコペーパーで作られた色とりどりの花びらが宙から降り注ぐように重なり、まるで華や
かな刺繍のように、花の美しさを感じられるツリー。
【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：「LOVE」 愛を想う
りんごなどの無数のオーナメントによって、“愛”を象徴するシンボリックなハートマークが
空中に浮かび上がるオブジェです。綺麗なハートの形が撮影できるフォトスポットか
ら、大切な人と想い出に残る写真を撮ることができます。
【場
所】丸の内ブリックスクエア 1 階 一号館広場 【観覧時間】6:00～24:00
お

お

■丸の内オアゾ○○広場：「Love Sea」 海を愛する
ウミガメやクジラなど海の生き物をモチーフに、美しい海を表現したクリスマスツリー
です。ペットボトルをアップサイクルしたフラワーがツリーを彩り、海の美しさを表現
しながら、海洋環境を守ることへの想いが込められています。
お お
【場
所】丸の内オアゾ 1 階 ○○広場 【観覧時間】8:00～23:00
■新東京ビル：「WISH」 星に願いを
夜空に輝く星々の中に、子供たちから寄せられる未来への願いのメッセージが星屑の
ように埋め尽くす、願い溢れるツリーです。
【場
所】新東京ビル 1 階 ロビー 【観覧時間】10:00～21:00

■丸の内テラス：「Love Wind」 風を愛する
点灯式と同日の 11 月 5 日（木）にグランドオープンする新複合施設「丸の内テラス』には、
風をモチーフにしたイルミネーション。緑を基調に丸の内のまちを爽やかに吹き抜ける風を
イメージしています。
【場
所】丸の内テラス 【観覧時間】6:00～24:00

クリスマスキャンペーン概要
丸の内・有楽町エリアの対象店舗にて、お食事・お買い物をされたレシートをお持ちいただくと素敵なプレゼントが
当たる抽選会や、WEB クーポンやオリジ ナル壁紙 がもらえる デジ タルスタンプラリーを開催します 。 ま た
Marunouchi Paper のアカウントをフォロー＆投稿することで「ザ・ペニンシュラ東京」の宿泊券が当たる Instagram
キャンペーンも実施。各会場のクリスマスツリーをお楽しみいただく際にご参加ください。

LOVE & WISHES デジタルスタンプラリー
期間中、各会場のツリー装飾を 3 ヶ所以上巡り、それぞれ二次元コードからデジタルスタンプをダウンロードする
と、「Marunouchi Bright Christmas ～LOVE & WISHES～」のオリジナル壁紙をプレゼント。さらに先着 5,000 名様に
は丸の内・有楽町エリアで使える 1,000 円分の WEB クーポンもプレゼントします。
＜参加方法＞
1.各会場に設置されている二次元コードにアクセスし、お客様自身の端末からデジタルスタンプをダウンロード。
2.会場を 3 ヶ所以上巡り、3 つ以上のデジタルスタンプをダウンロードすると、参加者全員に「Marunouchi Bright
Christmas 2020 ～LOVE & WISHES～」オリジナル壁紙と、先着 5,000 名様に丸の内・有楽町エリアの対象店舗
にて使える 1,000 円分の WEB クーポンをプレゼントします。※クーポンは上限に達し次第終了となります。
【日 時】11 月 5 日(木)～12 月 25 日(金)
【場 所】各会場のツリー装飾周辺

LOVE & WISHES プレゼント抽選会
丸の内・有楽町エリアの対象店舗にて税込 3,000 円以上のお食事やお買い物をされたレシートをご提示いただい
た方に、はずれ無しの素敵な景品が当たる抽選会を実施。抽選 1 回あたり 10 円をお客様に代わって、「Marunouchi
Bright Christmas 2020」からラジオ・チャリティ・ミュージックソンへ寄付します。
＜参加方法＞
丸の内・有楽町エリアにてお食事やお買い物をしていただく
1.税込 3,000 円以上のレシートを抽選カウンターのスタッフに提示。（当日分レシートのみ合算可）
2.抽選にご参加いただき、当選者には MISIA クリスマス・チャリティ・ライヴ「So Special Christmas」ペアチケットを
はじめとした豪華景品を進呈。
※商品は無くなり次第終了となります。
※お一人様各日一回限り
※3,000 分で 1 回として、当日 5 回（15,000 円分）まで抽選に参加できます。
※合算できるレシートは当日分のみとなります。
※一度抽選に使用したレシートはお使いいただけません。

【日
【場

時】11 月 20 日（金）～23 日（月・祝）、27 日（金）～29 日（日）、12 月 4 日（金）～6 日（日）
各日 12:00～20:00（日曜日・祝日のみ 19:00 まで）
所】丸ビル 1 階マルキューブ、新丸ビル 3 階アトリウム、丸の内オアゾ 1 階、国際ビル 1 階

「Marunouchi Paper」 Instagram キャンペーン
「Marunouchi Paper」の Instagram アカウントをフォロー＆投稿をすることで、「ザ・ペニンシュラ東京」のエグゼク
ティブスイート 1 室 1 泊朝食付き宿泊券（1 組 2 名様）が当たるキャンペーンに参加できます。
＜参加方法＞
1.「Marunouchi Paper」の Instagram アカウント（＠marunouchi_paper）をフォロー
2.丸の内エリアのクリスマス装飾やイベント写真に「#丸の内クリスマス」のハッシュタグをつけて投稿
※対象は Instagram 公開設定の方に限ります。
※当選者の方には事務局より直接 DM にてご連絡させていただきます。
※宿泊券については、除外日や諸条件があります。

【開催期間】11 月 5 日（木）～30 日（月）
【「Marunouchi Paper」の Instagram アカウント（＠marunouchi_paper） URL】
https://www.instagram.com/marunouchi_paper/?hl=ja

○丸の内エリアのまちづくりコンセプト：「丸の内 Re デザイン」
三菱地所は、2020 年以降の丸の内エリア（大手町・丸の内・有楽町）におけるまちづくりを
「丸の内 NEXT ステージ※」と位置付け、“人・企業が集まり交わることで新たな「価値」
を生み出す舞台”を創造していきます。「丸の内 Re デザイン」はその実現に向け、
まちづくりのあり方から変えていくコンセプトワードです。
※始動リリース： https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec200124_marunouchinext.pdf
※始動リリース：

クリスマスギフト

※価格は税込記載

ライフスタイルが大きく様変わりした今年だからこそ、クリスマスシーズンの特別感を感じることができる、少し贅沢
なギフトをご提案。一年間頑張った自分へのご褒美ギフトや、おうちで過ごすクリスマスを華やかに彩るインテリア、
そして大切な人に贈るプレゼントなど、丸の内・有楽町エリアでしか買うことのできないアイテムを多数取り揃えました。

三越伊勢丹限定
Hirotaka 丸の内店
イヤーカフ K10YG ×
¥50,600

DIA ×アコヤパール

私の部屋 丸の内店
チェリーストーンピロー・クラシック
23 × 23cm

どこからみても美しい立体感が魅力のイヤ
ーカフ。
【場
所】丸の内ブリックスクエア 1F

¥4,730
ブランデーを作るために使用したチェリ
ーの種を詰めた上質なピロー。電子レンジ
で温めると、じんわり優しい暖かさが持続し
ます。
【場
所】新丸ビル 4F

クリスマススイーツ

イセタンサローネ メンズ
〈ニコライバーグマン〉
<左>オールローズ¥8,800
<右>フレッシュフラワーボックス
¥5,500
蓋を開けた瞬間、花々の香りとともにカラフ
ルで鮮やかな色彩が目に飛び込む、うれし
いサプライズが人気のフラワーボックス。プレ
ゼントにもオススメです。
【場
所】新東京ビル 1F

※価格は税込記載

王道のショートケーキやブッシュドノエルなど、クリスマスの華やかなムードにぴったりなケーキを多数ご用意。アドベン
トカレンダーとしても楽しめるチョコレートアソートなど、遊び心にあふれたスイーツも登場します。

限定

数量限定

110 個

丸ビル 千疋屋
苺のショートケーキ 4 号
¥4,860
スポンジケーキの上に、上質で飽きのこな
い生クリームをたっぷりと使い、艶やかな
国産の苺をデコレーション。素材にこだわ
った千疋屋らしいショートケーキです。
※直径 約 12cm
【場
所】丸ビル B1F
【予約期間】12/1（火）～12/15(火)
【販売期間】12/22（火）～12 /25（金）
※なくなり次第終了

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブショ
ン 丸の内店
ブッフュ フレーズ シトロン ヴェー
ル
¥8,640
軽やかな口当たりの苺のムースのブッ
シュドノエル。香り豊かな野苺入りのジュ
レとライムの香 り豊かなチーズ ケーキ
を赤いグラサージュで華やかに仕上げた
逸品。
※直径 約 17cm
【場
所】丸の内ブリックスクエア 1F
【予約期間】11/16（月）～
【販売期間】12/19（土）～12/25（金）

ラ・メゾン・デュ・ショコラ 丸の内店
ショコラカレンダー2020
¥9,720
12 月 1 日から 24 日までクリスマスを楽し
みに待ちながら 1 日 1 つずつショコラを
楽しめるアドベントカレンダー。イギリスのクラッ
カーをモチーフにしたデザインも可愛い一
品。
※縦 15.5 × 横 32.5cm
【場
所】新国際ビル 1F
※予約期間および販売期間は店舗にお問い
合わせください。
※なくなり次第終了

※なくなり次第終了

＜丸の内エリア 新型コロナウイルスに対する感染対策について＞
各種ガイドラインに沿って安心・安全な感染拡大防止策を徹底し、最大限のおもてなしを提供させて頂いております。
対策について詳細は丸の内ドットコムホームページ（https://www.marunouchi.com/）にてご確認ください。
＜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)

