2015 年 11 月 25 日

東京ミチテラス２０１５実行委員会事務局

未来を照らす、光の祝典

「東京ミチテラス２０１５」
12 月 24 日（木）より 12 月 27 日（日）まで開催！

○東京ミチテラス 2015 実行委員会（会長：東京商工会議所専務理事 中村 利雄）は、本年 12 月 24
日（木）より 12 月 27 日（日）まで、光の祝典「東京ミチテラス 2015」を開催いたします。
○東京駅丸の内駅舎には、「日本の伝統色」によるスペシャルライトアップを施します。行幸通りには、
来場者が光で包まれる光のプロムナードを演出。駅舎との一体演出により、日本の玄関口にふさわしい、
上質で品格ある空間を創出します。
○丸の内仲通りには、本場ドイツのクリスマスマーケットをイメージした「Marunouchi Christmas
Market」が、12 月 1 日（火）より登場します。
○大手町・丸の内・有楽町エリアの各所には、今年話題となった有名人などをモチーフにした光るユニ
ークなオブジェ「Lighting Bench Art」が登場します。

※駅舎ライトアップは、フルカラーＬＥＤ照明による「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。
（映像が動くものではありません）

※使用している画像はすべてイメージです。

※企画名称や内容は 11 月 25 日現在の案であり、変更となる場合があります。

■実施概要
企 画 名 称：

東京ミチテラス２０１５

開 催 時 期：

2015 年 12 月 24 日（木）～12 月 27 日（日）

4 日間（予定）

※一部イベントは 12/1（火）より
会

場：

東京・丸の内エリア

主

催：

東京ミチテラス２０１５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、
千代田区観光協会

特 別 協 賛：

東日本旅客鉄道株式会社、三菱地所株式会社

■展開概要
東京駅スペシャルライトアップ＆光のプロムナード（行幸通り）
東京駅丸の内駅舎を、
「日本の伝統色」でライトアップします。行幸通りは、来場者が光で包まれる、光の
祝典にふさわしい空間を創出。駅舎との一体演出により、日本の玄関口にふさわしい、上質で品格ある空間
を創出します。
[日時]
[会場]

12 月 24 日（木）～27 日（日）17:00 頃～20:30 頃（予定）
※20：30～21：00 は通常のライトアップになります。
東京駅丸の内駅舎・行幸通り

※イルミネーションの色調はイメージであり、変更となる場合があります。
※駅舎ライトアップは、フルカラーＬＥＤ照明による「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。
（映像が動くものではありません）

「日本の伝統色」による照明演出について
「& TOKYO（アンドトーキョー）
」は世界一の観光都市・東京の実現を目指す「東京ブランド推進キャンペーン」
で活用していくために制作されたロゴ・キャッチコピーです。 そのコンセプトカラーである５色の日本の伝統
色で、東京駅丸の内駅舎及び行幸通りを照明演出し、東京の魅力を色・光（明かり）を通じて発信します。
Unique＝茜色（あかねいろ）独自の伝統や文化を表す Unique は、日本らしい伝統色「茜色」で表現します。
Excellent＝藤色（ふじいろ）洗練された高いクオリティーを示す価値 Excellent は、気品ある「藤色」で表現します。
Exciting＝支子色（くちなしいろ）常に活力のある都市としての価値 Exciting は、気分を明るくする「支子色」で表現します。
Delight＝松葉色（まつばいろ）おもてなしの心や誠実さを示す価値 Delight は、安らぎや調和をあらわす「松葉色」で表現します。
Comfort＝縹色（はなだいろ）安心・正確・便利という価値 Comfort は、信頼や冷静さを感じさせる「縹色」で表現します。

東京ブランド公式サイト

http://andtokyo.jp/brand/

Marunouchi Christmas Market
クリスマス前になると、ドイツの街中には、クリスマス風の飾り付けをしたかわいらしい屋台（ヒュッテ）
が並び、グリューワインやレープクーヘンが売られます。ドイツのクリスマスマーケットは、その起源が 1434
年にまで遡るといわれています。その伝統あるマーケットが、今冬、丸の内仲通りに登場します。
[日時]
[会場]

12 月１日（火）～27 日（日）11:30～20:30（予定）
丸の内仲通り

取扱商品・メニュー（一部）
： クリスマスカードやスノードーム等のグッズや、プレッツェル、ソーセージ、
ホットドッグ、世界のビール等

Lighting Bench Art
大丸有エリアの各所には、今年話題となった有名人や、同エリアに馴染みの深い人物をモチーフにした光
るユニークなオブジェ「Lighting Bench Art」が登場。オブジェとの記念撮影も可能です。
「Lighting Bench Art」は昼間もお楽しみいただけます。
[日時]
[会場]

12 月１日（火）～27 日（日）17:00～24:00（予定）
※上記は点灯時間です。オブジェは昼間もご観覧いただけます。
丸の内仲通り[有楽町エリア]および大手町

「Lighting Bench Art」のキャラクター
(スポーツ選手)

五郎丸 歩／羽生 結弦／田中 将大／澤 穂希

(役者・タレント)

遠藤 憲一／高田 純次／坂上 忍／テリー伊藤

(歴史上の人物)

徳川 家康／徳川 光圀／夏目 漱石

計１１名

※順不同、敬称略
※上記は予定であり、変更となる場合があります。
※徳川 光圀のベンチアートは、12 月 9 日（水）より設置の予定です。

※使用している画像はすべてイメージです。※企画名称や内容は 11 月 25 日現在の案であり、変更となる場合があります。

関連イベント
丸の内イルミネーション 2015
有楽町と大手町をつなぐ約 1.2km におよぶ丸の内仲通り沿いの街路樹約 200 本が、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 100 万球で上品に光り輝きます。
[日時]

11 月 12 日（木）～2016 年 2 月 14 日（日）
17:00～23:00（予定）※12 月は 24：00 まで点灯
[場所] 丸の内仲通り ほか
[お問い合わせ] 丸の内コールセンター03-5218-5100

Marunouchi Bright Christmas 2015

※写真は過去のもの

丸ビル 1F マルキューブには、フィギュアスケートの金メダリスト・羽生結弦選手の等身大オブジェとともにアイ
ススケートリンクが登場。 オリジナルクリスマスツリーで彩られたリンクでスケートをお楽しみいただけます。
「羽生くんのスケートリンク」Ice Skate Rink collaborated with Yuzu
[日時] 11 月 12 日（木）～12 月 25 日（金） 12：00～20：00(予定)
[場所] 丸ビル 1F マルキューブ
≪利用時間≫≪利用方法≫入替制 30 名／45 分（予定）
≪利用料金≫463 円（税込 500 円）※貸靴料・保険料込。整理券が必要です。
[お問い合わせ] 丸の内コールセンター03-5218-5100
※画像はイメージ

ＷＨＩＴＥ ＫＩＴＴＥ
あたかも雪が降り積もったかのように真っ白な、屋内では日本最大級の高さ約 14.5m のクリスマスツリーが、１Ｆ
アトリウムに登場。期間中、クリスマスライブなどさまざまなイベントも実施します。
[日時]

11 月 19 日（木）～12 月 25 日（金）
月～土／17:10～22:40
日・祝／17:10～21:40
※各時 30 分おきに各回約 3 分実施。
※開催時間は予告なく変更する場合があります。
[場所] ＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」 1 階アトリウム
[お問い合わせ] ＫＩＴＴＥ インフォメーションセンター
03-3216-2811（10:00～19:00）
※画像はイメージ

Tokyo Colors.2015
グランルーフに吹く風の流れを、光と音でビジュアライズ。その瞬間しか見ることのできない幻想的な空間を作り出
します。東京駅八重洲口の壮大な空間全体を活かしたインスタレーションをお楽しみください。
[日時]

[場所]

12 月 1 日（火）～2016 年 1 月 11 日（月・祝）
17：00～23：00（予定）
※荒天の場合は、点灯を見合わせる場合があります
東京駅八重洲口グランルーフ・駅前広場

東京クリスマスマーケット 2015

※写真は昨年のもの

ヨーロッパの伝統的なお祭り「クリスマスマーケット」が日比谷公園に登場。ドイツ発の高さ 14m のクリスマスピ
ラミッドが、日本に初上陸します。グリューワインやオーナメントの販売、コーラス隊によるライブなど、公園内が
クリスマス一色に染まります。
[日時]

12 月 11 日（金）～12 月 25 日（金）
12：00～22：00（L.O.21：30）
※11 日（金）は 16：00 オープン ※雨天決行（荒天時は中止）
[場所] 日比谷公園 噴水広場
[お問い合わせ] 東京クリスマスマーケット実行委員会
03-3524-0890
※画像はイメージ

