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イベント詳細１ 

 

・東京 

 
 

丸の内のクリスマス、今年は“北欧”がテーマ  

かつて北欧を旅し、北欧をイメージした作曲もしている松任谷由実さんの 

楽曲とコラボレーションしたツリーが登場し、点灯式には本人も来館  

Marunouchi Bright Christmas 2018 
～北欧から届いたクリスマス  with Yuming ～  

 
開催期間：１１月８日（木）～１２月２５日（火）  

開催場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内ブリックスクエア他  

 

 
 丸の内エリアでは、11 月８日（木）～12 月 25 日（火）の期間中、「Marunouchi Bright Christmas 2018～北

欧から届いたクリスマス  with Yuming～」を開催します。  

本年は、「北欧のクリスマス」をテーマに丸の内エリア全体でクリスマスキャンペーンを展開。自然が織りなす光や

雪景色、独特の柄や色使いなど、北欧特有の心温かなクリスマスを感じていただけます。   

 メイン会場となる丸ビル 1 階マルキューブでは、かつて自身の音楽のルーツを探り北欧を旅し、北欧をイメージし

た作曲もしている、今年デビュー6 周年目を迎えたアーティスト松任谷由実さんの楽曲とコラボレーションしたクリ

スマスツリーが登場。クリスマス気分を盛り上げるユーミンの世界観を体感して頂けます。 11 月 8 日(木)に開催予

定のクリスマスツリー点灯式には、松任谷由実さん本人が来館いたします。   

 ま た 、 空 間 デ ザ イ ン に つ い て は 、 昨 年 の

Marunouchi Bright Christmas 2017 でも大変好評  

いただいた、長谷川喜美 (ベルベッタ・デザイン )が

手がけており、今年もより一層丸の内らしい  クリス

マスを創り上げます。   

 その他、丸の内エリアの各拠点では、マルキュー

ブのツリーと連動した“北欧”を想起させる装飾や北

欧  スタイルのクリスマスマーケットなど、気軽にク

リスマスムードを味わえる様々なイベントを実施い

たします。   

さらに、丸の内エリアには 2018 年 11 月 8 日(木 )

に丸の内二重橋ビル商業ゾーン「二重橋スクエア」

が開業。 開業当日には、冬の風物詩として街を華や

かに演出する、恒例のイベント「丸の内イルミネー

ション 2018」  (主催 :丸の内イルミネーション実行

委員会 )もスタートし、エリア全体を盛り上げます。  
 
 
【開催概要】 

■タイトル：Marunouchi Bright Christmas 2018 

       ~北欧から届いたクリスマス  with Yuming~ 

■期間：2018 年 11 月 8 日(木)～12 月 25 日(火) 

■場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内ブリックスクエア他  

■問合せ：丸の内コールセンター  03-5218-5100 

         <受付時間>11:00～21:00  日・祝・連休最終日～20:00 

■リリース：http://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec0914_christmas.pdf 
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イベント詳細２ 

 

・大阪 

 

 
グランフロント大阪５周年の節目を祝う特別なクリスマス 

瞬間ごとに姿を変える閃光が織り成す、光のアート 

『Grand Wish Christmas 2018』 
～sparkling (スパークリング)～ 

 

２０１８年１１月８日（木）～１２月２５日（火）開催 

 

 

グランフロント大阪(大阪市北区大深町 )は、「sparkling(スパークリング )」をテーマに、いままでこのまちで出会っ

たすべての人、これからこのまちで出会うすべての人に、5 年分の感謝の想いを込めた光輝くクリスマス『Grand 

Wish Christmas 2018』を 11 月 8 日(木)から 12 月 2５日(火 )まで開催します。   

グランフロント大阪は 5 周年を迎えたこの一年間、感謝の気持ちをアートで表現する『ART SCRAMBLE』を実施し

ており、クリスマスは、祝祭感のあるクリスタルや閃光をモチーフにし、まち全体を きらびやかな光のアートで包み

込みます。   

ナレッジプラザには、約 25,000 個のスワロフスキー

クリスタルで飾られた、高さ 8m のメインクリスマ

スツリー  『Sparkling Ray』が登場。光と音の演出

「ライティングショー」では、色とりどりの光の花が、

ツリーに咲き誇り、まばゆいばかりの光の世界を表

現します。さらに、うめきた広場をはじめとする施設

外周の樹木を彩る『シャンパンゴールドイルミネー

ション』は、昨年に比べて約 1.5 倍に規模を拡大し、

より華やかな輝きで皆さまをお迎えします。 その他

にも「sparkling」をテーマにしたイベントキャンペ

ーンや特別ニュー、サービスなどをご用意。この冬だ

けの特別な瞬間を演出し、いつ来ても何度来ても新

しい出会いがある、グランフロント大阪ならではの

クリスマス体験を提供します。   

 

【開催概要】 

■タイトル：『Grand Wish Christmas 2018』sparkling (スパークリング) 

■情報：グランフロント大阪(大阪市北区大深町) 

    メインクリスマスツリー『Sparkling Ray』  

    期間：2018 年 11 月 8 日(木)～12 月 25 日(火) 

    場所：北館１F ナレッジプラザ 

    シャンパンゴールドイルミネーション  

    期間：2018 年 11 月 8 日(木)～2019 年 2 月 24 日(日) 

    場所：うめきた広場・けやき並木・北館西側歩道周辺樹木 158 本  

■問合せ：一般社団法人グランフロント大阪 TMO：06-6372-6335 グランフロント大阪   

■リリース：https://www.grandfront-osaka.jp/press/pdf/release180913b.pdf 
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イベント詳細 3 

 

・長野 

 

NAGANO DESIGN WEEK 
善光寺イルミネーション 

 

「開花」 
-Blooming moment- 

 
【表参道イルミネーション】2018 年 1１月 24 日（土）～12 月 25 日(火) 

【善光寺イルミネーション】2018 年 12 月 15 日（土）～12 月 25 日(火) 

 

歴史が紡いだ「美」を、未来へつなぐ、音と光の共演。  

長野市・善光寺を中心としたエリアを、光で彩る新しいイベント「善光寺表参道イルミネーション」。長野駅前から

善光寺までの、全長約 1.8km にわたる善光寺表参道の並木を、イルミネーションで彩ります。  

善光寺本堂や山門は、トップデザイナーによる光の空間演出を行い、極楽浄土の幻想的な世界へ、皆さまを誘います。  

 

-善光寺イルミネーション 

花咲くとき。人は心弾み、優しく、時に力強く、未来を見据える。 

 
メイン会場となる善光寺では、全国で展開される「DESIGN WEEK」とタッグを組み、表参道イルミネーションなどで有名な空間

デザイナー・長谷川喜美トータルプロデュースのインスタレーションを展開します。 

仏教とゆかりの深い「蓮の花」をモチーフに、花が生まれ、咲き誇る姿を通じて、光に満ちた極楽浄土の美しい世界観を表現しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開催概要】 

■タイトル：NAGANO DESIGN WEEK 

■期間：【表参道イルミネーション】2018 年 11 月 24 日(土)～12 月 25 日(火) 

    【善光寺イルミネーション】2018 年 12 月 15 日(土)～12 月 25 日(火) 

■会場：長野駅～善光寺までの表参道（全長約 1.8km）  

■時間：17:00～20:00  

■U R L：https://www.nagano-cvb.or.jp/designweek/ 

■問合せ：NAGANO DESIGNWEEK  

     https://www.nagano-cvb.or.jp/designweek/contact.html 
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イベント詳細４ 

・京都 

 

京都駅前地下街ポルタに、  

ピンクに煌めくクリスマスローズの花びらが舞う ! 

「Porta Brilliant Xmas」 

 ２０１８年１１月８日（木）～１２月２５日（火）開催 

 

京都ステーションセンター㈱（代表取締役社長：押川正大）が運営する京都駅前地下街ポルタは、 2018 年のクリス

マスプロモーションとして、「Porta Brilliant Xmas」（ポルタブリリアントクリスマス）を 11 月 17 日（土）～12

月 25 日（火）の期間中、全館で開催いたします。  

 今年のクリスマスは、「Brilliant Xmas」のテーマのもと、ピンクに煌めくクリスマスローズで館内各所を彩りま

す。デザイン・空間演出は、数々の大型複合施設で空間に関わる様々な クリエーションを手掛ける空間デザイナー・

長谷川喜美が担当。ピンクを基調にフェミニンな華やかさを表現します。  

 とりわけ注目は、ポルタのメイン広場である「ポルタプラザ」のクリスマス装飾。純真な心の贈り物として扱われ

る花、クリスマスローズのブーケをツリーに見立て、吹抜け空間には花びらが天井から舞い降りたような、フェミニ

ンな大人のクリスマスを印象付けます。またナイトタイムには、クリスマスミュージックに合わせた光のショーを展

開し、ご来場のお客様にお楽しみいただきます。  

 その他にも、素敵な賞品が満載のクリスマス抽選会など楽しい催しを予定しておりますので、この機会にぜひポル

タにお越しください。  

 

  

 

 

【開催概要】 

■タイトル：京都駅前地下街ポルタ「Porta Brilliant Xmas」   

■期間：2018 年 11 月 17 日(土)～12 月 25 日(火) 

■場所：京都駅前地下街ポルタ  

■URL：http://www.porta.co.jp/info/detail/42 

■問合せ：京都ステーションセンター株式会社  営業推進部  岡本、古賀、大八木  

     Tel：075-365-7520  FAX：075-365-7532 
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