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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

『ハリー・ポッターと賢者の石』映画公開 20 周年を記念したコラボレーション！

“Marunouchi Bright Christmas 2021
「ハリー・ポッター」魔法ワールドからの贈り物“開催
開催期間：11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土）45 日間（予定）
開催場所：丸ビル、TOKYO TORCH Park、丸の内ブリックスクエア、丸の内オアゾ他
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（大手町・丸の内・有楽町）
にて、11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土）の期間中、Warner Bros. Themed Entertainment とのパートナ
ーシップのもと、“Marunouchi Bright Christmas 2021「ハリー・ポッター」魔法ワールドからの贈り物”を開
催します｡
世代を超えて、今なお多くの人を魅了し続けている「ハリー・ポッター」魔法ワールド。2021 年は映画シ
リーズ 1 作目となる『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開から 20 周年を迎えるメモリアルイヤーです。こ
の記念すべき年のフィナーレとして、翌 2022 年に丸ビル 20 周年などのまちの節目を迎える丸の内エリアでは
「ハリー・ポッター」魔法ワールドとコラボレーションし、クリスマスシーズンを彩ります。エリア各所には、
物語の世界を表現。まるで魔法にかかったようなクリスマス装飾を施し、まちを訪れた人に「ハリー・ポッタ
ー」魔法ワールドの魅力とともに、幻想的で心温まる、魔法のようなひとときをお届けします。

▲『ハリー・ポッターと賢者の石』20 周年ロゴ

▲丸ビル：メインツリーTree of Hogwarts Magic
ーホグワーツの魔法の樹ー
※画像はイメージです。

丸ビル 1 階マルキューブには、高さ約９ｍのメインツリー“Tree of Hogwarts Magicーホグワーツの魔法の
樹ー”が登場。3D ホログラムディスプレイを使用し、物語に登場する魔法生物や映画の名シーンを再現した演出
のライティングショーをお楽しみいただけます。また、9 月 9 日（木）にグランドオープンした新商業ゾーン
TOKYO TORCH Terrace に隣接する大規模広場 TOKYO TORCH Park には、高さ約 30m の都内最大級の巨大ツ
リー型イルミネーション“Tree of Owl Postーふくろう便の樹ー”が登場。夕方以降、光り輝く流星のようなツリ
ーをご覧いただけます。さらに、丸の内エリア各所には「ハリー・ポッター」及び「ファンタスティック・ビー
スト」シリーズの世界感を体現したクリスマスツリーが飾られ、訪れた人を魔法の世界へと誘います。
期間中にはシリーズ 1 作目『ハリー・ポッターと賢者の石』を中心に、シリーズを振り返りながら丸の内エリ
ア各所を巡るデジタルスタンプラリーや、対象施設の一部店舗での限定アイテムの販売を実施。また、POP UP
SHOP では関連グッズの販売をいたします。
丸の内エリアでは、TOKYO TORCH Terrace のグランドオープンを皮切りに、2022 年の丸ビル 20 周年・新丸
ビル 15 周年に向けてさらなる取り組みを進めてまいります。

＜本件に関する一般の方のお問い合わせ先＞
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 2021「ハリー・ポッター」 魔法ワールドからの贈り物”開催概要
実 施 期 間：11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土）
実 施 場 所：丸ビル、TOKYO TORCH Park、
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
協
力：Warner Bros. Themed Entertainment、
ワーナー ブラザース ジャパン合同会社
公式サイト：https://www.marunouchi.com/lp/brightchristmas2021/
※本イベントは、新型コロナウイルス感染拡大状況に応じて、イベント内容に変更が生じる
場合がございます。

丸の内エリア各会場装飾・コンテンツ
■丸ビル：
Tree of Hogwarts Magicーホグワーツの魔法の樹ー

■TOKYO TORCH Park：
Tree of Owl Postーふくろう便の樹ー

「ハリー・ポッター」魔法ワールドに登場するモチ
ーフがダイナミックなデコレーションとなってツ
リーを彩ります。キャンドルが浮かぶ幻想的なク
リスマスツリーに、ライティングショーでは、「ハ
リー・ポッター」魔法ワールドの印象的な世界観を
モチーフにした光と音のショーを楽しむことがで
きます。
場
所：丸ビル 1 階 マルキューブ
観覧時間：6:00～24:00

「ハリー・ポッター」の世界観を表現した、高さ約
30m の都内最大級のイルミネーションツリーが、
TOKYO TORCH Terrace に隣接する大規模広場
TOKYO TORCH Park に設置されます。夕方になる
と、星のように輝くツリーにふくろう便がクリスマ
スシーズンのプレゼントを運んでくる様子が表現さ
れます。
場
所：TOKYO TORCH Park
点灯時間：15:00～23:00
※12 月 1 日以降 15:00～24:00

■ライティングショー
3D ホログラムディスプレイを使用し、まるで本
物の魔法生物がツリーの周りを飛び回っているよう
な演出が施された、音と光で魔法を表現したライテ
ィングショーです。
実施時間：17:00～（※最終回は 21:00～）
10 分毎にライティングショーを実施
場
所：丸ビル 1 階 マルキューブ

TOKYO TORCH Terrace（トウキョウトーチテラス）」
東京駅日本橋口前「TOKYO TORCH」
第一弾プロジェクト「常盤橋タワー」の
商業ゾーン「TOKYO TORCH Terrace」
には、地方の名店を中心に、日本初出店
1 店舗／東京初出店 4 店舗／新業態 5 店
舗を含む、多様なグルメが楽しめる個性
的な 13 店舗が出店。また、店舗前には
大規模広場「TOKYO TORCH Park」か

※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

ら続くテラス空間を備えており、ポスト

いただきます。入場前に整理券を配布する場合があります。

コロナ時代のニューノーマルとして屋外

※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
があります。

で飲食が楽しめる空間を広く用意してお
ります。

お

お

■丸の内オアゾ○○広場：
Tree of Fantastic Beastsー魔法動物の樹ー

■丸の内ブリックスクエア：
Tree of Hogwarts Lettersーホグワーツの手紙の樹ー

映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ
に 登場する魔法動物たちが隠れている、作品の
世界感を表現しています。魔法動物たちの不思議
なツリーを背景に記念撮影も！
お お
場
所：丸の内オアゾ１階○○広場
観覧時間：6:00～23:00

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の 20 周年
を記念して、作品を象徴する手紙にインスパイア
された光り輝くオーナメント。ハリーがホグワー
ツの手紙を受け取る象徴的なシーンを想起させま
す。
場
所：丸の内ブリックスクエア 一号館広場
点灯時間：15:00～23:00
※12 月 1 日以降 15:00～24:00

スタンプラリー
「ハリー・ポッター」魔法ワールドの世界観に染まった丸の内エリアを歩きながら、計 10 箇所のスタ
ンプラリーをお楽しみいただけます。
各ポイントでは、映画シリーズ 1 作目『ハリー・ポッターと賢者の石』を中心に、シリーズをおさらいで
きるだけでなく、二次元バーコードから特設サイトにアクセスするとオリジナルの壁紙をダウンロードす
ることが可能です。またスタンプを集めて応募するとオリジナルグッズが当たるキャンペーンも開催しま
す。
実施期間：11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土）
実施場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内ブリックスクエア、丸の内テラス、TOKYO TORCH Park など
計 10 箇所
POP UP SHOP
「ハリー・ポッター」魔法ワールドのグッズが購入できる POP UP SHOP が登場します。クリスマス
ギフトや自分へのご褒美にもぴったりなグッズの数々をお楽しみいただけます。
■丸ビル 1 階 マルキューブ／ハリー・ポッター マホウドコロ
実施期間：11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土）
■丸の内オアゾ／丸善・丸の内本店店内
実施期間：11 月 17 日（水）～12 月 25 日（土）
オリジナルコラボグッズ
期間中、丸の内エリアの各店舗でしか購入できない「ハリー・ポッター」魔法ワールドとコラボレー
ションしたグッズを販売します。
実施期間：12 月 1 日（水）～12 月 25 日（土）（予定）
実施場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内ブリックスクエア、丸の内オアゾ他、エリア内各施設対象店舗
※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。

■「ハリー・ポッター」魔法ワールド
J.K.ローリングにより生み出された、世界で愛されあらゆる世代の人々を魅了し続けている、
「ハリー・ポッター」＆「ファンタスティック・ビースト」シリーズ。
ファンタジー小説「ハリー・ポッター」シリーズは、1997 年に第 1 作
『ハリー・ポッターと賢者の石』がベストセラーとなり、2001 年には映
画『ハリー・ポッターと賢者の石』が公開。その後 2011 年までに全 8 作
が製作。さらに『ファンタスティック・ビースト』5 部作へとその人気を
引き継いでいます。そして 2022 年、映画シリーズ最新作『Fantastic
Beasts: The Secrets of Dumbledore（原題）』がいよいよ公開となりま
す。
「ハリー・ポッター」魔法ワールドとは
少年だったハリー・ポッターが、キングスクロス駅の 9 と 3/4 番ホームに連れて来られてから年月
は流れ、ハリーが体験した数々の冒険はポップカルチャーに広く知れ渡ることとなり、人々の心に他
に類をみない“痕跡”を残しました。8 作もの大ヒット映画となった『ハリー・ポッター』シリーズは、
人々の生活に魔法の物語を届け、「ハリー・ポッター」魔法ワールドは世界中で最も愛されるフランチ
ャイズの一つとなりました。
さらに、壮大な世界は、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ 2 作品（2022 年に 3 作目
が公開予定）、数々の賞に輝く舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』
、最先端をいくポートキー・ゲー
ムズのビデオ＆モバイルゲーム、革新的なコンシューマープロダクツ、４つのテーマパークを含むス
リリングなライブ・エンターテイメント、そして洞察に満ちた展覧会へと広がりを見せています。
また、ワーナー・ブラザース「ハリー・ポッター」魔法ワールドエクスペリエンスのポートフォリ
オには、最新のフラッグシップストア「ハリー・ポッター ニューヨーク」
、「スタジオツアーロンドン
-メイキング・オブ ハリー・ポッター」、「スタジオツアー東京 -メイキング・オブ ハリー・ポッタ
ー」
、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」も含まれます。
「ハリー・ポッター」魔法ワールドはこれからも進化を続け、新鮮で心躍る魔法の世界へ『ハリ
ー・ポッター』シリーズのファンを引き込み、世界中のファンコミュニティそして次世代の人々を、
自らが魔法を発見する冒険へご招待します。
Warner Bros. Themed Entertainment について

ワーナー・メディア グローバルブランド＆エクスペリエンスに属する Warner Bros. Themed Entertainment
(WBTE)は、ワーナーが保有するアイコニックなキャラクター、ストーリー、ブランドのロケーションベース・エンターテイメ
ント、ライブイベント、展覧会やテーマパークなどの創造、制作、ライセンスを行っています。世界各国で展開するエ
クスペリエンスには、DC、ルーニー・テューンズ、スク―ビー、ゲーム・オブ・スローンズ、フレンズ等の作品にインスパイ
アされたものや、ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター、Warner Bros. World Abu Dhabi、WB
Movie World Australia 等が含まれます。WBTE は、ワーナーのブランドやフランチャイズの世界に没頭できる
体験を、最高クラスのパートナーと共に世界のファンへ提供します。
WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & ™ Warner Bros.
Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s21)
＜エリアイベント情報＞「丸の内イルミネーション 2021」について
丸の内エリアでは､2021 年 11 月 11 日（木）～2022 年 2 月 20 日（日）の
期間､｢丸の内イルミネーション 2021｣を開催します。
今年は、9 月 9 日（木）にグランドオープンした新商業ゾーン TOKYO
TORCH Terrace に隣接する大規模広場 TOKYO TORCH Park にも装飾を施し、
さらに多くのエリアでイルミネーションがご覧いただけるようになりました。
■「丸の内イルミネーション 2021」概要
実施期間：2021 年 11 月 11 日（木）～2022 年 2 月 20 日（日）計 102 日間
点灯時間：15:00～23:00 （12 月 1 日～12 月 31 日は 15:00～24:00 予定）

▲「丸の内イルミネーション」
過去開催時の様子

※今後の政府や関係機関、自治体などの要請により変更となる場合がございます。

場
所：丸の内仲通り他
電 球 数：約 120 万球
○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

