
 
 

2017年 12月 11日 
 

東京ミチテラス２０１７実行委員会事務局 
 

 

beyond the Tokyo.東京を越える TOKYO へ。 

「東京ミチテラス 2017」いよいよ開幕！ 
 

 

○東京ミチテラス 2017 実行委員会（会長：東京商工会議所専務理事 石田 徹）は、本年 12 月 24 日（日）※

より 28日（木）までの期間、「東京ミチテラス 2017」を開催いたします。 

○本年の演出テーマは、”Celebration！”(セレブレーション)。当代随一の人気を誇るフラワーアーティスト、

ニコライ バーグマンの総合演出により、スタイリッシュで上質な雰囲気のある、花とひかりで彩るアート作品

が登場します。 

○行幸通りでは、花とひかりが一体となったフラワーガーデン「Flower Garden 〜花とひかりの饗宴〜」を展開。

東京駅丸の内駅舎および駅前広場での演出「Anniversary Ring～願いのリング～ ＆ Flower Candle ～

祝祭のキャンドル〜」とあわせ、一体感のある世界感を創出します。 

○丸の内仲通りをはじめ、丸の内エリアの各所には、「Big Flower Box〜ビッグ・フラワーボックス〜」が登場。 

思わず写真を撮り集め、SNSに投稿したくなるようなフォトジェニックなフラワーアートが通りを飾ります。 
※一部は 12 月 15日（金）より開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

お問い合わせ 
東京ミチテラス２０１７実行委員会事務局   ＴＥＬ：０１８０－９９３－７７１（テレドーム） 

 



■「東京ミチテラス２０１７」企画概要 
 
Flower Garden 〜花とひかりの饗宴（行幸通り）〜 
 
会 場 ： 行幸通り 
開催期間 ： 12月 24日（日）～12月 28日（木） 
開催時間 ： 17:00頃～21:00頃(予定) 

 
花とひかりが一体となった複数のフラワーアート作品で構成するフ
ラワーガーデンを創出。無数の花で覆われた立体感のあるフォル
ムのアート作品で、独創的なフラワーガーデンを展開します。夜は
花と一体に組み込まれた LED 照明で、一面にひかりの花が咲き誇
ります。 

 
Anniversary Ring～願いのリング～＆  
Flower Candle ～祝祭のキャンドル〜 
 
会 場 ： 東京駅丸の内駅舎・ 
  東京駅丸の内駅前広場  

開催期間 ： 12月 24日（日）～12月 28日（木） 
開催時間 ： 17:00頃～21:00頃(予定) 

 
彩りある花でつくられた動輪型のオブジェ「願いのリング」を展示し、 
花とひかりの演出で駅前広場の完成を祝い、感謝のメッセージを表
現します。また、花びらのロウソクに見立てたライトアップ演出｢祝祭
のキャンドル｣(静止画の投影)を丸の内駅舎に施します。樹木のイ
ルミネーションもあわさった駅舎を借景とした品格ある“新しい風景”
を東京駅丸の内駅前広場に展開します。 

 
Big Flower Box〜ビッグ・フラワーボックス〜 

 
会 場 ： 丸の内仲通りほか 
開催期間 ： 12月 15日（金）～12月 28日（木） 
開催時間 ： 17:00頃～21:00頃(予定) 

 
丸の内仲通りのビルのファサード周辺など数ヶ所に設置した、さまざ
まな彩りの Big Flower Box が、来訪者に花を添えます。思わず写
真を撮り集め、SNS に投稿したくなるようなフォトジェニックなフラワ
ーアートが通りを飾ります。 

 
Flower Tower〜フラワー・タワー〜 

 
会 場 ： 東京サンケイビル 
開催期間 ： 12月 24日（日）～12月 28日（木） 
開催時間 ： 17:00頃～21:00頃(予定) 

 
大手町のビル群を想起させる複数の円柱オブジェで構成。一見無
機質なイメージの強いビル群に有機的な温もりを与え、花による祝
福のメッセージが発信・拡散される様子を表現したデザインです。 

 
Oval Flower〜オーバル・フラワー〜 

 
会 場 ： 東京国際フォーラム 
開催期間 ： 12月 24日（日）～12月 28日（木） 
開催時間 ： 17:00頃～21:00頃(予定) 

 
東京国際フォーラムの建物に合わせたフォルムを大小に合わせユ
ニークなシルエットのベースに花をあしらいます。上から覗いたり、
横から見たり、いろいろな角度を楽しめる作品です。 
 
 
 
 
 
 
 

※駅前広場ではご観覧いただけません 
※照明演出であり、プロジェクションマッピングではありません 

 

※企画は 12 月 11日現在の案であり、変更となる場合がございます   

※画像は全てイメージです 

 
＊東京駅丸の内駅前広場は、12月24日（日）～28日（木）16：30頃～21：30頃まで、一部のエリアが立入禁止となります。ご了承ください。 

＊混雑時は安全面を考慮し、事前の予告なく中断・中止とすることがございます。予めご了承ください。 



 
■「東京ミチテラス２０１7」開催趣旨 

 
東京駅周辺エリアは、「歴史」と「未来」と「文化」が共存する、多様な側面を持った街です。歴史、伝統、文化、学
術、ビジネス、先進性がダイナミックに融合する唯一無二の街として、日本と東京を繋ぐ結節点として、また、世界
と日本を繋ぐ結節点として、今日も進化を続けています。 
同エリアにおいて、年末の光のイベントは、1999 年の「東京ミレナリオ」の開催以来、恒例の冬の風物詩となってい
ますが、今年も、東京・丸の内エリアから、未来を明るく照らしていこう（未知を照らす）という願いをこめ、「東京ミチ
テラス 2017」を開催いたします。 
 
 

■「東京ミチテラス 2017」演出テーマ 
 

Celebration！（セレブレーション） 
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周年と、 

東京駅丸の内駅前広場のグランドオープンをお祝いし、来街者とともに喜びを分かち合う。  

街全体を花とひかりで祝祭感を演出、平和への願い、未来への希望を発信します。 
 
 

■「東京ミチテラス 2017」総合演出 

 

Nicolai Bergmann（ニコライ バーグマン） ／フラワーアーティスト 

 
デンマーク・コペンハーゲン出身。日本で最も有名なフラワーアーティストの一人。
現代フラワーデザインの代名詞的存在。ヨーロピアンスタイルをベースに、北欧の
テイストと細部にまでこだわる日本の感性を組み合わせた独自のスタイルをコン
セプトとしている。モダンでスタイリッシュなデザインや、印象深いカラーグラデー
ション、造形的なフォルムなど、ディスプレイという枠を超え、 ひとつの芸術作品と
もいえる完成度の高いデザインを誇っている。  
2017年 5月にはジュエリーブランド NATUR & NICOLAI BERGMANNを立ち上
げ、さらなる活躍の場を広げている。フラワーデザインはもとより、ファッションやデ
ザインの分野で世界有数の企業と共同デザインプロジェクトを手がけている。 

 

■「東京ミチテラス 2017」アドバイザー 
 

谷川じゅんじ  JTQ代表／スペースコンポーザー 
 

2002 年、空間クリエイティブカンパニー・JTQ を設立。 “空間をメディアにし
たメッセージの伝達”をテーマに、さまざまな商空間開発やコーポレートブラ
ンディングを手掛ける。独自の空間開発メソッド「スペースコンポーズ」を提唱、
環境と状況の組み合わせによるエクスペリエンスデザインは多方面から注目
を集めている。主なプロジェクトとしてパリルーブル宮装飾美術館 Kansei展、
平城遷都 1300年祭記念薬師寺ひかり絵巻、MEDIA AMBITION TOKYO、
GINZA SIXグランドオープニングセレモニーなど。 
2017年現在、外務省 JAPAN HOUSE ロサンゼルス エグゼクティブアドバイ
ザー、旅する新虎マーケットアドバイザー、KENPOKU ART 茨城県北芸術
祭クリエイティブディレクター等を務める。 

 

■「東京ミチテラス２０１７」実施概要 
 
企画名称 ： 東京ミチテラス 2017 
開催期間 ： 2017年 12月 24日（日）～12月 28日（木） ※一部は 12月 15日（金）より開催 

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 
（構 成 団 体 ） 東京都、千代田区、東京商工会議所、東日本旅客鉄道株式会社、三菱地所株式会社、 
 株式会社東京国際フォーラム、NPO法人大丸有エリアマネジメント協会、 
 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、 
 株式会社ジェイアール東日本企画（順不同） 
後 援 ： 国土交通省観光庁、東京都、千代田区、公益財団法人東京観光財団、 
 一般社団法人千代田区観光協会 

 



 
【参考】関連イベント 

 

 

■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。 

 

[日時] 11月 9日（木）～2018年 2月 18日（日）  17:30～23:00 （予定） 

※12月は 17:00～24:00（予定） 

[場所] 丸の内仲通り、大手町仲通り、東京駅周辺 ほか 

[問い合わせ] 丸の内コールセンター TEL:03-5218-5100 

  (平日 11:00～21:00／日曜・祝日は 20:00まで、連休の場合は最終日のみ 20:00 まで）  

 

※詳細は「丸の内ドットコム」をご確認ください 

http://www.marunouchi.com/event/detail/2919 

 

 

■Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ Ｂｒｉｇｈｔ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ ２０１７―Ｂｌｏｏｍｉｎｇ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ  ～花で彩るクリスマス～― 

 

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。 

 

[日時] 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、丸の内オアゾ、新東京ビル他 

[問い合わせ] 丸の内コールセンター TEL:03-5218-5100  

      (平日 11:00～21:00／日曜・祝日は20:00まで、連休の場合は最終日のみ 20:00まで）  

 

※観覧時間は各施設により異なります。詳細は公式サイトをご確認ください 

http://www.marunouchibrightchristmas2017.com 

 

 

■ＷＨＩＴＥ ＫＩＴＴＥ 

 

1 階の大きな吹き抜け空間のアトリウムに、まるで雪が降り積もったかのように真っ白な装

飾が施された、屋内日本最大級の約 14.5m の高さを誇るクリスマスツリーが登場。期間中

の夜には、音楽と照明によるライトアッププログラムを実施します。情緒あふれる音楽ととも

に光の粒が天井から壁面を伝って、まるで雪が舞い散るように降り注ぐ様子を上映し、クリ

スマスの雰囲気を盛り上げます。 

さらに今年は、2017 年 4 月にメジャーデビュー後、「お弁当ばこのうた 〜あなたへのお手

紙〜」が NHK「みんなのうた」4～5 月の曲になるなど、今注目を集めているシンガーソン

グライターの半崎美子さんとＫＩＴＴＥがコラボレーションしたオリジナル楽曲によるライトア

ッププログラム「感謝の根 ～winter ver.～」も実施します。 

 

[期間] 11月 22日（水）～12月 25日（月） 

[場所] ＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」 

[お問い合わせ] ＫＩＴＴＥインフォメーションセンター TEL:03-3216-2811（10：00～19：00） 

 

※ライトアッププログラムの実施時間やその他イベントの詳細情報は特設 WEBページをご確認ください 

http://jptower-kitte.jp/white-kitte2017 

 

 

※写真はイメージ 

※写真はイメージ 

※写真はイメージ 

http://www.marunouchi.com/event/detail/2919
http://www.marunouchibrightchristmas2017.com/
http://jptower-kitte.jp/white-kitte2017


 

■東京クリスマスマーケット 2017 

 

「東京クリスマスマーケット」は、クリスマスオーナメントの本場、ドイツ・ザイフェン村からやっ

てきた高さ 14mの「クリスマスピラミッド」をシンボルとし、グリューワインやクリスマススイーツ、

ヨーロッパ風のクリスマスオーナメントなどの店舗が並ぶ本場の雰囲気さながらの屋外イベ

ントとして、2015 年 12 月、日比谷公園にて初開催。多くの方々に楽しんでいただきまし

た。 

日本では馴染みの薄い「クリスマスピラミッド」ですが、歴史はクリスマスツリーよりも古く、木

のあたたかみが感じられる冬の風物詩として、クリスマスには欠かせない芸術品です。今

年はさらにスケールアップしたクリスマスマーケットが皆さんをお待ちしています。 

 

[日時] 12月 15日（金）～12月 25日（月）11:00～22:00（L.O. 21:30） 

   ※雨天時も開催 （荒天時は中止になる場合があります） 

[場所] 日比谷公園 噴水広場 

[問い合わせ]東京クリスマスマーケット実行委員会 TEL:03-3524-0890 

 

※詳細情報は公式サイトをご確認ください 

https://tokyochristmas.net/ 

 

 

 

 

■東京国際フォーラム開館 20 周年記念イベント「光のアクアリウム」・写真展「新たな船出」 

 

開館 20 周年を記念し、当館のシンボルである舟形のガラス棟を巨大な水槽に見立てた

「光のアクリウム」を 12 月 19 日（火)～26 日（火）に期間限定で開催します。バルーンを擬

似的な生命体に見せる日本初の特殊演出により、6m の巨大イルカが約 60m の吹き抜け

の大空間を浮遊します。映像や照明・音響でガラス棟全体は幻想的な海の雰囲気に。ま

るで海の中にいるような体験をしていただけます 。 

また 12月 8日（金）～26日（火）の期間には東京国際フォーラム開館 20周年記念写真展

「新たな船出」を開催。20年の歩みを「過去」「現在」「未来」と 3つのセクションに分けて紹

介します。かつて都庁があった場所である「土地」の歴史をたどる写真や、主催イベントの

感動シーン、話題のカメラ女子によるフォトジェニックな館内風景など約 100 点の写真を展

示。「未来」のブースでは縦 3 メートル・横 10 メートルのフォトモザイクを設置。漫画家の松

本零士氏が本展のため描いた未来の東京の姿を元絵に、東京国際フォーラムの「新たな

船出」を表現します。 

 

[日時] 「光のアクアリウム」   12月 19日(火)～26日(火) ※点灯は日没後を予定。 

     写真展「新たな船出」  12月 8日(金)～26日(火)  10:00～20:00 

[場所] 東京国際フォーラムロビーギャラリー ※両催事とも 

[問い合わせ] 株式会社東京国際フォーラム TEL.03-5221-9000（代） 

   

※詳細情報は公式サイトをご確認ください 

https://www.t-i-forum.co.jp/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※写真はイメージ 

※写真はイメージ 

https://tokyochristmas.net/
https://www.t-i-forum.co.jp/


【地図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


