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東京ミチテラス２０１６実行委員会事務局

Press release
beyond the Tokyo.東京を越える TOKYO へ。

「東京ミチテラス２０１６」詳細決定！
『ハーモニアスひかりアベニュー』
『映画「君の名は。」コラボレーション ひかりメッセージツリー』

※画像は行幸通りのイメージです

※画像はタブレットの画面越しに見えるイメージです
(肉眼で見えるイメージとは異なります)

東京ミチテラス 2016 実行委員会（会長：東京商工会議所専務理事 石田 徹）は、12 月 24 日（土）
より 12 月 28 日（水）まで「東京ミチテラス 2016」を開催いたします。
行幸通りには、バルーンイルミネーションと LED を使ったイルミネーションや、樹木イルミネー
ションによる、上質な光と音の空間演出『ハーモニアスひかりアベニュー』が登場。あたたかい
光と音の演出で、丸の内の夜を包みます。また、大手町・丸の内・有楽町エリアでは、興行収入
194 億円（11 月 28 日現在）を突破した、空前の大ヒット映画「君の名は。」とのコラボレーショ
ンによる『映画「君の名は。」コラボレーション ひかりメッセージツリー』を実施。参加型のＡ
Ｒアプリによるインスタレーションをお楽しみいただけます。なお、両コンテンツとも、海外で
も高い評価を受けているウルトラテクノロジスト集団「チームラボ」が制作を担当します。
東京・丸の内エリアのイルミネーションは、2020 年に向けて新たなフェーズへ。歴史と未来と文
化が共存し、世界が注目する都市文化の中心地「TOKYO CENTRAL」にふさわしい、特別な光の空間
を創出します。
開催期間・点灯時間は、荒天その他の都合により、変更または中止となる場合がございます。
公式ホームページ、公式 Facebook ページにて開催状況をお確かめの上、ご来場くださいますようお願い致します。
→「東京ミチテラス２０１６」公式ホームページ http://www.tokyo-michiterasu.jp/

展開概要

<行幸通り>

ハーモニアスひかりアベニュー
開催期間：12 月 24 日（土）～12 月 28 日（水）
点灯時間：17:00 頃～21:00 頃(予定)

※東京駅丸の内駅舎は通常のライトアップとなります
※実際は立ち止まってのご観覧はできません
※画像はイメージです

直径約２ｍのバルーンイルミネーションと、ライン状ＬＥＤを使った、ダイナミックで躍動感の
ある空間演出を行ないます。また周辺樹木も、丸の内仲通りと同一のイルミネーションで演出。
「TOKYO CENTRAL」にふさわしい、特別な光と音の空間を創出します。

展開概要

<丸の内エリア>

映画「君の名は。」コラボレーション ひかりメッセージツリー
開催期間：12 月 16 日（金）～12 月 28 日（水）
実施時間：17:00 頃～21:00 頃（予定）

©2016 「君の名は。
」製作委員会

※画像はタブレットの画面越しに見えるイメージです
(肉眼で見えるイメージとは異なります)

空前の大ヒット映画「君の名は。
」とのコラボレーションによる、参加型のＡＲアプリ（アプリ名：
Message Pillar/制作：チームラボ）を使ったインスタレーション。
三葉や瀧をはじめとする映画の登場人物が、作品中で発した印象深い言葉によるメッセージのツ
リーが出現。丸の内エリア各所に設けられた”メッセージツリー”を回遊しながら、映画「君の名
は。
」のストーリーを巡ります。また、エリア内には来場者が“大切な人に届けたい言葉”を投げ
込むことのできる”「君の名は。の木」”も登場します。

※設置場所は予定であり、変更となる場合があります。

映画「君の名は。」コラボレーション ひかりメッセージツリー

参加方法

① 「App Store」「Google Play」で、アプリ「Message Pillar」（12 月上旬～中旬公開）を検索、ダウンロードします。
② 丸の内エリア 5 箇所に設置されている”メッセージツリー”を回遊します。
③ ”メッセージツリー”の前で、アプリ「Message Pillar」を起動。スマートフォン・タブレットをかざすことで、画面内に
３Ｄの”メッセージツリー”が表示されます。
④ ５箇所のうち 4 箇所は”キャラクターの木”で、映画「君の名は。」のキャラクターのセリフで構成された”メッセージツリ
ー” (３Ｄ)とキャラクター画像（２Ｄ）が画面内に出現します。
⑤ １箇所だけある”「君の名は。の木」”では、来場者自身が「大事な人に届けたいメッセージ」をツリーに向かって飛ばす
ことができます。画面内には、その場に居合わせた人々によるメッセージのツリーが出現します。
⑥ 全てのツリーにおいて、カメラ機能による撮影が行えます。撮った写真はすぐに SNS にシェアすることが可能です。
⑦ 全てのツリーを撮影することで、回遊特典として、映画「君の名は。」特別画像のダウンロードが可能となります。
【アプリ「Message Pillar」対応機種】iPhone：iOS9.0 以上、Android：AndroidOS 4.2 以上
【注意事項】
・パソコンおよびフィーチャーフォンからご参加いただくことはできません。
・アプリは無料、参加も無料となりますが、通信料はお客さまの負担となります。
・動作検証は十分に行っておりますが、一部のスマートフォン・タブレットでは、ご参加いただけない場合がございます。
予めご了承ください。
・AR アプリを使用する際は、周りのお客さまと譲り合っての撮影をお願いいたします。
・本企画は、予告なく中止・変更する場合がございます。

※歩きスマホは、他のお客さまとの接触や転倒、事故などの恐れがあり大変危険です。絶対にお止め下さい。

※上記の企画内容および名称は 12 月 2 日現在の案であり、予告なく変更となる場合がございます

全体アドバイザー
谷川じゅんじ
JTQ 株式会社代表／

スペースコンポーザー

【メッセージ】
世界に誇る私たちの街、東京。
ここ東京丸の内に位置する行幸通りはまさに TOKYO CENTRAL です。
その東京の真ん中に今年もミチテラスがやってきます。
新たなあかりをともすパートナーはチームラボ。
今までにないスケールでひかりと音に包まれるアーティスティックな
ウィンタ−インスタレーションとして丸の内が生まれ変わります。
訪れる皆さんと共に生み出す創造性豊かな新たな街のメッセージ。
そこに集まる人とその思いが紡ぐひかりと音のシンフォニー。
今までの東京を超える新たな TOKYO へと夢の架け橋を綴ります。
みらいにむけた光の祭典、それが東京ミチテラス 2016 です。
【プロフィール】
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、さまざまなイベント、エキシビション、インスタレーション、商空間開発を
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。
主な仕事に、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、
GOOD DESIGN EXHIBITION、MEDIA AMBITION TOKYO など。2016 年現在、外務省 JAPAN HOUSE Los
Angeles 事業プロデューサー、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。近年は
プロダクトデザイン、企業や街のブランドコンサルティング、日本の伝統工芸活性化など活動の
場を広げている。
⇒

JTQ Inc.

http://jtq.jp/

アートディレクション
チームラボ
プログラマ、エンジニア、CG アニメーター、絵師、数学者、建築家、ウェブデザイナー、グラフィック
デザイナー、編集者など、デジタル社会の様々な分野のスペシャリストから構成されているウルトラテ
クノロジスト集団。アート、サイエンス、テクノロジー、クリエイティビティの境界を越えて、集団的
創造をコンセプトに活動している。47 万人が訪れた「チームラボ 踊る！アート展と、学ぶ！未来の遊
園地」などアート展を国内外で開催。他、
「ミラノ万博 2015」の日本館、ロンドン「Saatchi Gallery」
、
パリ「Maison & Objet」
、5 時間待ち以上となった「DMM.プラネッツ Art by teamLab」など。2 月から
シリコンバレーでの個展を開催中。また 3 月からシンガポール、8 月から韓国で巨大な常設展開催中。
今後、ロンドンや北京、台湾などで開催予定。
⇒

teamLab http://www.team-lab.com/

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、日本の中心街区である東京・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２０１６」を開催いたします。

実施概要
開催期間

2016 年 12 月 24 日（土）～12 月 28 日（水）
※「ひかりメッセージツリー」は 12 月 16 日(金)より開催予定

会

場

東京・行幸通り／丸の内エリア

主

催

東京ミチテラス２０１６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

特別協賛

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
東日本旅客鉄道株式会社、三菱地所株式会社
※東京駅丸の内駅舎は通常のライトアップとなります（特別ライトアップは実施しません）
※企画名称や内容は 12 月 2 日現在の案であり、変更となる場合があります。

展開テーマ

Harmonious
ハーモニアス【形容詞】調和した・仲むつまじい・協和的な
歴史と未来と文化が共存し、世界を代表する唯一無二の価値を生み出す街「TOKYO」で
訪れる人それぞれの想いが共鳴し、光り輝き、平和を願い合う。
共通のテーマを持つメッセージ性の強い作品で、街が１つに「調和」するような、
「TOKYO CENTRAL」にふさわしい強いイベントを構成します。

関連イベント
丸の内イルミネーション 2016
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や、大手町仲通りの街路樹、合
わせて約 250 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 103 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 10 日（木）～2017 年 2 月 19 日（日） 102 日間（予定）
17:30～23:00（予定）※12 月 1 日（木）～28 日（水）は 24：00 まで点灯予定
[場所]
丸の内仲通り、大手町仲通り、東京駅周辺
[お問い合わせ] 丸の内コールセンター03-5218-5100
(11：00~21：00 日・祝・連休最終日 ~20：00)

※写真は過去のもの

Marunouchi Bright Christmas 2016
丸ビルに、高さ 15ｍ×幅 65ｍの期間限定クリスマスシアターが登場。牧野惇氏ディレクションによ
る映像を、
“くるみ割り人形"の名曲とともにご覧いただけます。また、丸ビル、新丸ビル、丸の内オア
ゾ、丸の内ブリックスクエア、国際ビルでは、”くるみ割り人形”の不思議な世界感を体感できるプロ
モーションを展開します。
～丸ビルクリスマスシアター ～プロジェクションマッピングで贈る、くるみ割り人形の物語～
[日時]
11 月 10 日（木）～12 月 25 日（日）
プロジェクションマッピング
：17:30 から 30 分毎に毎日 7 回放映（約 5 分）
クリスマスツリー点灯時間
：6:00～24：00
[場所]
観覧場所：丸ビル観覧エリア（1 階、3 階ほか）
※観覧無料 ※立ち見での観覧となります ※混雑時は規制する場合がございます
※機材の不調など諸事情により上映時間の変更や中止をする場合がございます
[お問い合わせ] 丸の内コールセンター03-5218-5100
(11：00~21：00 日・祝・連休最終日 ~20：00)

ＷＨＩＴＥ

※画像はイメージ

ＫＩＴＴＥ

本物のモミの木を使い、まるで雪が降り積もったかのような、屋内では日本最大級の高さのクリスマ
スツリーが１Ｆアトリウムに登場。毎年ご好評を頂いているライトアッププログラム「Precious Ver.」
に加え、今年は、ソロ・アーティストとして活躍する堂珍嘉邦さんと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「堂珍嘉邦 Ver.」を新たに実施します。期間中、
クリスマスライブなどさまざまなイベントも開催されます。
[日時]

11 月 24 日（木）～12 月 25 日（日）
ライトアッププログラム実施時間：月～土／17:10～22:40
日・祝／17:10～21:40
※17:10 の回～は「Precious Ver.」
、17:40 の回～は「堂珍嘉邦 Ver.」を上映し、
以降の時間帯も同様に交互に上映します。
※開催時間は予告無く変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください
[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）

※写真は昨年の様子

東京駅グランルーフ Light on Train
全長約 200m に及ぶグランルーフ全面をキャンバスにし、会場内のどこからでも楽しむことが出来る光
の空間を演出します。光と影の物語により、東京駅を訪れる人々を幻想的な世界へいざないます。
[日時]

[場所]

12 月 1 日（木）～12 月 25 日（日）
17:00 頃～22:00
※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・八重洲口駅前広場
※画像はイメージ

東京クリスマスマーケット 2016
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
巨大木工芸品、クリスマスピラミッドが飾られ、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 16 日（金）～12 月 25 日（日）
11:00～22:00（L.O. 21:30）
[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 2016 実行委員会

03-3524-0890
※写真は昨年のもの

