2021 年 11 月 11 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

本日、11 月 11 日（木）より開催!
Marunouchi Bright Christmas 2021 クリスマスツリー点灯式に

志田未来さんとハリー杉山さんが登場
「ルーモス・マキシマ！（光よ！）」の呪文を唱えると
高さ約９m のツリーが点灯し、華やかなライティングショーを初披露
期間限定グッズやコラボメニュー、POP UP SHOP も登場し
丸の内エリア全体が「ハリー・ポッター」魔法ワールドの世界に包まれる 45 日間がスタート！
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
催中です。
イベント初日となる本日、メイン会場である丸ビル 1 階マルキューブにて、志田未来さんとハリー杉山さん
をゲストに迎え、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”を点灯しま
した。
志田未来さんとハリー杉山さんによる「ルーモス・マキシマ！（光よ！）
」の呪文に合わせてメインツリー
が点灯。さらに、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初披露し、会場に集まっ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、丸の内のまち全体が「ハリー・ポッター」魔法ワールドの
世界に包まれました。
12 月 25 日（土）までのクリスマス期間中、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」シリーズの世界観を表現したクリスマスツリーが飾られるほか、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の販売。その他、丸
の内エリア各所を巡るスタンプラリーなど、まちを訪れた人を「ハリー・ポッター」魔法ワールドの世界へ
と誘います。今年のクリスマスは、丸の内エリアで心躍る魔法のような時間をお楽しみいただけます。

▲“Marunouchi Bright Christmas 2021「ハリー・ポッター」魔法ワールドからの贈り物”
クリスマスツリー点灯式当日の様子

“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
観覧時間：6:00～24:00

■TOKYO TORCH Park：
Tree of Owl Postーふくろう便の樹ー
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(※丸ビルのみ実施)
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
※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あります。
※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あります。
お

お

■丸の内オアゾ○○広場：
Tree of Fantastic Beastsー魔法動物の樹ー
観覧時間：6:00～23:00

■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
点灯時間：15:00～23:00
※12 月 1 日以降 15:00～24:00

＜同時開催＞「丸の内イルミネーション 2021」
20 回目を迎え、さらなる盛り上がりを見せる丸の内エリアの冬の風物詩「丸の内
イルミネーション」
。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、TOKYO TORCH Park にも展開し、さらに多くのエリアでイルミネーショ
ンをお楽しみいただけます。
また、12 月 25 日までは「ハリー・ポッター」及び「ファンタスティック・ビー
スト」の人気キャラクターをモチーフにした特別なオーナメントが登場！イルミネ
ーションを見ながら探してみてくださいね。

▲「丸の内イルミネーション」

■「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）
※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 ほか

▲「ハリー・ポッター」
魔法ワールドのオーナメント

オリジナルコラボメニュー
丸の内エリア各飲食店にて、「ハリー・ポッター」魔法ワールドとコラボレーションした限定メニュー
を展開します。この期間ここでしか味わえない特別なひとときをお楽しみいただけます。(一部抜粋)
グリル満天星 麻布十番
（丸ビル 5 階）11 月 11 日(木)～

ホグワーツ パイシチュー
\3,500（税込）

Marunouchi Happ. Stand & Gallery
(丸の内二丁目ビル 1 階）11 月 11 日(木)～

ハニーデュークス Tea Latte/Hot
\880（税込）イートイン
\864（税込）テイクアウト

ヘドウィグ ホワイトチョコバナナ
ミルク
\1,000（税込）

長時間煮込んだ自慢のドゥミグラス ホイップクリームをたっぷり使った
を使用したオーブンシチュー。
ホワイトチョコバナナミルクはまろ
四種のスパイスを自分で調合しなが やかで濃厚な味わいが特徴です。
ら味の変化もお楽しみいただけま
す。
BARBARA market place 151
（新丸ビル地下 1 階）11 月 15 日(月)～毎日 15 時以降のご提供

ホグワーツ四寮プロフィットロール
\1,100（税込）
ホグワーツ魔法魔術学校の四寮をイ
メージした色合いに。

まるでハニーデュークスで飲めるか
のような不思議な色合いの Tea Latte
（数量限定）
有楽町 micro FOOD＆IDEA MARKET
(有楽町ビル 1 階）11 月 13 日(土)～

COLOVARIA ハーブティー
\700（税込）

ハリー・ポッターとヘドウィグ
ヴィーガンスイーツ
\1,600（税込）

ハーブティーをお好みの調合でお楽
しみいただけます。色の変化を楽し
みながら、最後には魔法の密をかけ
て！

卵、乳製品不使用のヘルシーだけど
満足感のあるオリジナルのヴィーガ
ンスイーツ。

オリジナルコラボグッズ
クリスマス期間中に丸の内エリア各店舗で、「ハリー・ポッター」魔法ワールドとコラボレーションし
た商品を販売します。
MARLMARL
（丸の内ブリックスクエア 1 階）

HANWAY
（新丸ビル４階）

CLASSICS the Small Luxury
（丸ビル４階）

限定
30 本

丸の内
限定

スタイ/ハリー・ポッター
\3,520（税込）
販売開始予定：12 月 1 日（水）～

プリント長傘「letter」
\16,500（税込）
販売開始予定：12 月 1（水）～

ハリー・ポッター
プリントハンカチーフ
\2,750（税込）
販売開始予定：12 月 1（水）～

赤ちゃんのよだれを 360°キャッチ
する“まあるいスタイ”に「ハリー・
ポッター」シリーズの名シーンや
象徴となるアイコンを散りばめまし
た。

映画シリーズ第 1 作『ハリー・ポッ
ターと賢者の石』より、ホグワーツ
魔法魔術学校から沢山の入学許可の
手紙が届くシーンにインスパイアさ
れた「letter」柄の雨傘です。

ホグワーツ魔法魔術学校の構内や、忍
びの地図、カラフルなスイーツにマニ
ッシュなグラフィックなどを細番手の
コットン生地にプリントし、一枚のハ
ンカチーフに仕上げました。

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。クリスマスギフトや
自分へのご褒美にもピッタリなグッズが多数登場します。
■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）
その他、詳細は丸の内ドットコム HP(https://www.marunouchi.com/lp/brightchristmas2021/)てに公開中

■「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)

＜本件に関する一般の方のお問い合せ先＞
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）

○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

