
イベント詳細１ 

 

・東京 
TOKYO DOME CITY SPECIAL WINTER EXPERIENCE 

「恋する♥イタリア～光の魔法を、アモーレたちへ～」 
 

日伊国交 150 周年を記念して、イタリアとコラボレーションします。東京ドームシティ(文京

区後楽 1-3-61)では、2016 年 11 月 10 日(木)~2017 年 2 月 19 日(日) までの期間、『恋する

イタリア 〜光の魔法を、アモーレたちへ〜 』と題し、今年も冬のイルミネーションを開催しま

す。クリエイティブディレクターとして、長谷川喜美が企画から会場デザインをトータル的に手

掛け、東京ドームシティでイタリアに出逢う冬を展開します。日本初となるイタリアの熟練職

人が製作した 1/25 スケール(高さ約 3m) の「ピサの斜塔」や、名作「ロミオとジュリエット」

のワンシーンの舞台「ジュリエットハウス」といった、イタリアの恋のパワースポットが登 場

します。さらに、高さ約 7m の生木のクリスマスツリーなど、東京ドームシティを訪れる方々に

きらめくイルミネーションとイタリアを体感していただけます。 

 



【開催概要】 

■タイトル：TOKYO DOME CITY SPECIAL WINTER EXPERIENCE 

『恋するイタリア 〜光の魔法を、アモーレたちへ〜』 

■特別協力：トスカーナ州、トスカーナ・プロモツィオーネ・トゥリスティカ、 

       ピサ商工会議所、ピサ市、ヴォルテッラ市 

■後  援：イタリア大使館、イタリア政府観光局、 

       ピサ大聖堂建築管理委員会、ピサ歴史協会、 

       ヴォルテッラ巧みの技協会 

■協  賛：カタール航空 

■期  間：2016 年 11 月 10 日（木）〜2017 年 2 月 19 日（日） 

■場  所：東京ドームシティ全域  

■時  間：16:00〜25:00 

※場所により一部異なります。初日は 17:15 点灯となります 

■料  金：無料 

※イルミネーションはどなたでも自由にご覧になれます  

■ＵＲＬ：http://www.tokyo-dome.co.jp/illumination/ 

■お客様からのお問い合わせ先： 

東京ドームシティわくわくダイヤル TEL.03-5800-9999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



イベント詳細２ 

 

・大阪 
グランフロント大阪 

「GRAND WISH CHRISTMAS 2016」 
 

 

グランフロント大阪(大阪市北区大深町)は、「Winter in Blossom(ウィンター イン ブロッサム)」

をテーマに、街に訪れる人々の願いや思い、夢が集まり、紡ぐ『GRAND WISH CHRISTMAS 

2016』を 11 月 10 日(木)から 12 月 25 日(日)まで開催。 今年のグランフロント大阪のクリス

マスは、みなさんの願いや思い、夢が、多くの色鮮やかな花々とともに光で彩られます。クリエ

イティブディレクターとして数々のイルミネーションを優美にデザインする長谷川喜美が、感動

との出会いを演出するフラワーアーティストの plantica 木村貴史氏とコラボレーション。時間

と共に彩りを変え、咲き乱れる、永遠の華をモチーフにした真白い華からなる 8m のメインク

リスマスツリー「Timeless Blossom」がナレッジプラザに登場します。また街区内の様々な場

所で、多くの方の感動や 思いを、きれいに咲く花々で表現し、グランフロント大阪という素敵

な街でしか出会うことのできないクリスマスを演出します。 

 

 

【開催概要】 

■タイトル：『GRAND WISH CHRISTMAS 2016』 

■期  間：2016 年 11 月 10 日（木）〜2016 年 12 月 25 日（日） 

■場  所：グランフロント大阪（大阪市北区大深町） 

メインクリスマスツリー：北館 1F ナレッジプラザ 

水景の球体イルミネーション：うめきた広場 

■URL：http://bit.ly/1OZHjHK 

■お客様からのお問い合わせ先： 

一般社団法人グランフロント大阪 TEL.06-6372-6335 

 ■リリース：http://bit.ly/2dedDsz 

 

http://bit.ly/1OZHjHK
http://bit.ly/2dedDsz


イベント詳細３ 

 
・北海道 

札幌大通公園 

「第 36回さっぽろホワイトイルミネーション」 
 

 

第 36 回さっぽろホワイトイルミネーション大通会場が８丁目まで規模を拡大して開催 11/18

（金）〜12/25（日）札幌の冬の街を彩るホワイトイルミネーションが開幕します。今年は大通

会場が１丁目から８丁目まで会場を拡大し、雪や光など各会場のテーマに合わせて、光や映像を

体験できる多彩なイルミネーションが登場。幻想的な光と雪の世界に包まれながら街歩きを楽

しめます。2015 年から 3 カ年計画でリニューアルを宣言しているこのプロジェクトに参加した

長谷川喜美は、今年が 2 回目のさっぽろホワイトイルミネーションとなります。 

 

【開催概要】 

 ■名  称：「第 36 回さっぽろホワイトイルミネーション」 

 ■会  場：大通公園・駅前通・南一条通  

 ■会  期：【大通会場】平成 28 年 11 月 18 日〜平成 28 年 12 月 25 日 38 日間  

    【駅前通会場】平成 28 年 11 月 18 日〜平成 29 年 2 月 12 日 85 日間 

    【南一条通会場】平成 28 年 11 月 18 日〜平成 29 年 3 月 14 日 118 日間  

 ■点灯時間： 16:30〜22:00（12 月 23 日〜25 日は 24:00 まで）  

 ■主  催： 札幌市、（一社）札幌観光協会、札幌商工会議所  

 ■主  管： さっぽろホワイトイルミネーション実行委員会  

■後  援： 北海道／（公社）北海道観光振興機構／北海道新聞社／朝日新聞北海道支社／

毎日新聞北海道支社／ 読売新聞北海道支社／日本経済新聞社札幌支社／報知新聞北海道支局／

北海道日刊スポーツ新聞社／ 道新スポーツ／スポーツニッポン新聞社北海道総局／NHK 札幌

放送局／北海道放送／札幌テレビ放送／ 北海道テレビ放送北海道文化放送／テレビ北海道／

AIR-G’エフエム北海道／ジェイコム札幌 

■協  力： 日本航空/全日本空輸／ＪＲ北海道／日本旅行業協会／札幌四番街商店街振興組

合／ 札幌駅前通振興会／南一条地区開発事業推進協議会 

 ■U R L ：http://white-illumination.jp/ 

http://white-illumination.jp/


イベント詳細４ 

 

・静岡 
静岡デザインフェスティバル 2016 

「ONE HEART, ONE ART ～この街では、みんながサンタになる。～ 」 
 

 

舞台は静岡、主役はあなた。想いをつないで、つくるクリスマス。静岡で新たな芽が出るイベン

ト“静岡デザインフェスティバル（SD-Fes）”を CCC（静岡市文化・クリエイティブ産業振興セ

ンター）が開催します。「芽出るは、愛でる。」静岡で息吹をあげ、静岡のみんなに育てられ、静

岡のみんなに愛されるイベントになるようにコンセプト“ONE HEART, ONE ART”とし、2016

年 11 月 18 日よりスタートします。そのモチーフとして、”LOVE TREE”と題したハート型のバ

ルーンをデザインし、CCC に創出します。カラーは情熱と、冷静が混じり合うパープルをキー

カラーとし、メインビジュアルへも展開し、全体の統一感を演出しています。 

 

 

【開催概要】 

 ■名  称：「静岡デザインフェスティバル 2016  

       “ONE HEART, ONE ART 〜この街では、みんながサンタになる。〜 ”」 

 ■会  場：静岡市街中（各会場ごとに異なります） 

 ■会  期：2016 年 11 月 18 日（金）〜2016 年 12 月 25 日（日）  

 ■主  催：CCC（静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター）  

 ■後  援：I Love しずおか協議会 

 ■お問い合わせ先：TEL.054-205-4750 

 ■U R L ：http://sd-fes.jp/ 

 

 

 

http://sd-fes.jp/


●主な作品 

2006 年 

・SHARP AQUOS 亀山工場 ショールーム、見学コースデザイン 

・日産自動車 厚木デザインセンター プロジェクトルーム / ブランドルーム デザイン 2006 年〜2009

年 

・SHARP AQUOS 店頭デザイン 全国 3,000 店舗 

・「Nail Station」 ブランディング / ショップデザイン 

2006 年〜2013 年 

・表参道ヒルズ クリスマス 空間演出 / デザイン 

2007 年 

・ミラノサローネ ｢TOKYO DESIGN PLEMIO｣ デザイン 

・MAZDA DEMIO NEW TARGET EXPO 「私とデミオと東京蝶々」デザイン 

2007 年〜2010 年 

・Hawaiian Jewelry Shop「ISLANDS」ブランディング / ショップデザイン 

2007 年〜2012 年 

東武百貨店 年間ディスプレイデザイン 

2008 年 

・表参道ヒルズ エントランス / ファサード リニューアルデザイン 

・SHARP AQUOS 中国店頭デザイン 

2009 年 

・表参道イルミネーション デザイン 

・Ladies Apparel Shop 「ANAYI」 ショップデザイン 

2010 年 

・資生堂 ワールド SHOP「ホリデープロモーション」デザイン 

・TDW×ZAGAT コンテナデザイン（2010-2011） 

2011 年 

・銀座イルミネーション「希望の翼」デザイン 

・「マルハン」リニューアルデザイン 

・「KAZUMASA KAWASAKI」プロダクトデザイン 

2012 年 

・香港デザイナーズウィーク 会場デザイ 

・ICC ギャラリー「アノマニス・ライフ展 Sputniko!」展示空間デザイン 

・上海 正大広場「Christmas & New Year」デザイン 

2013 年 

・GUCCI 新宿 「紫舟展」会場デザイン 

・「東京デザイナーズウィーク 2013」会場デザイン 

・JINS 「FUJIYAMA JiNS」ショップデザイン 



2014 年 

・「東京デザイナーズウィーク in ミラノサローネ」会場デザイン 

・SHARP BtoB ショールーム デザイン 

・MEVIUS 体感施策 夏季音楽イベント「ULTRA」会場デザイン 

・「東京デザイナーズウィーク 2014」会場デザイン 

・丸の内クリスマス「Disney TIMELESS STORY」デザイン 

・紫舟展 ルーブル美術館「Carrousel Du Louvre 2014」会場デザイン 

2015 年 

・「世界らん展日本大賞」会場デザイン 

・「TOKYO DESIGN WEEK in MILANO 2015」会場デザイン 

・GUCCI 新宿「Sputniko!『Tranceflora - エイミの光るシルク』展」会場デザイン 

・「HandMade In Japan Fes 2015」会場デザイン 

・「東京デザインウィーク 2015」会場デザイン 

・「さっぽろ ホワイトクリスマス 2015」大通会場新作オブジェデザイン 

 

●受賞歴 

・ディスプレイ産業大賞 [通商産業大臣賞] 

・ディスプレイ産業奨励賞 [日本ディスプレイ業団体連合会賞] 

・DDA 優秀賞 

・DDA 賞入選 

・フランス国民美術協会(S.N.B.A.)主催サロン展 2014 [金賞] / [審査委員賞金賞] 


