
 

 

報道関係各位 

プレスリリース 2017年11月01日 

一般社団法人横浜みなとみらい 21 

 

横浜みなとみらい 21 地区では 2017 年 11 月 7 日(火)より、華やかなクリスマスイルミネーションイ

ベントを多数開催いたします。2017 年は『ピーターラビット』や『星とブルー』などをテーマとした

イルミネーションが登場。 

 

イベントでは、見ているだけで楽しくなる光と音のイルミネーションショーを開催します。街中にはい

たるところにツリーが登場し、グランモール公園ではケヤキ並木がロマンティックなイルミネーション

で彩られるなど、どこへ行っても色鮮やかな光と楽しいクリスマスの雰囲気を楽しむことができます。 

 

また、クリスマス時期の風物詩となった『TOWERS Milight ～みなとみらい 21 オフィス全館ライト

アップ～』を、21 回目を迎える 2017 年もクリスマス直前の 12 月 22 日(金)に開催いたします。この

冬は横浜みなとみらいで心温まるクリスマスをお過ごしください。 

 

 

BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2017 

 

横浜みなとみらいが最もキラめく季節到来！11 月 7 日(火)より、 

多数のクリスマスイルミネーションが街をゴージャスに彩ります。 

12 月 22 日(金)にはオフィスビル群が全館点灯する 

『TOWERS Milight(タワーズミライト)』を 2017 年も開催！ 

 

 



  

【Landmark Bright Christmas 2017～あなたとピーターラビット(TM) のクリスマスパーティー～】 

横浜ランドマークタワーでは、100 年以上にわたり世界中で愛され続けている“ピーターラビット”を

テーマにしたクリスマスイベント『Landmark Bright Christmas 2017～あなたとピーターラビット

(TM)のクリスマスパーティー～』を開催します。 

 

＜開催概要＞ 

開催期間：11 月 7 日(火)～12 月 25 日(月) 

開催場所：ランドマークプラザ 1F サカタのタネ ガーデンスクエア ほか 

詳細 URL ：ランドマークプラザ http://www.yokohama-landmark.jp/page/event/ 

https://www.atpress.ne.jp/releases/141946/img_141946_2.jpg 

 

■Landmark Bright Christmas 2017 クリスマスツリー点灯式 

本イベントの開催を記念して、人気ヴォーカルデュオ「CHEMISTRY」がクリスマスツリー点灯式に登

場。クリスマスツリー点灯を行っていただく他、スペシャルライブを行います。 

 

＜開催概要＞ 

日時：2017 年 11 月 7 日(火)17:30～ 

場所：ランドマークプラザ 1 階 サカタのタネ ガーデンスクエア 

 

■ピーターたちのクリスマスツリー 

今回のクリスマスイベントのために描き下ろされたピーターラビットやベンジャミン・バニーをはじめ

とする絵本の仲間たちで装飾された、高さ約 8m、約 21,000 球の LED とランタンを使用したクリスマ

スツリーが登場。30 分毎に、楽しい音楽に合わせてクリスマスツリーのライトアップを行うほか、ピー

ターの住む巣穴を表現するなど、ピーターラビットの可愛らしい世界感を演出しています。 

 

＜開催概要＞ 

点灯期間：11 月 7 日(火)～12 月 25 日(月) 

点灯時間：7:00～24:00 ※7 日はクリスマスツリー点灯式のため 17:30～ 

場所  ：ランドマークプラザ 1 階 サカタのタネ ガーデンスクエア 

https://www.atpress.ne.jp/releases/141946/img_141946_3.jpg 
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■ドックヤードガーデン イルミネーション 

国重要文化財ドックヤードガーデンでは、高さ約 10m、横幅約 29m の船型の石壁を活用したイルミ

ネーションを実施。ピーターラビット生誕の地であるイギリスの湖水地方をイメージした約 10 万球の

イルミネーションは、訪れた人々を 180 度包み込み、幻想的な空間を演出します。 

 

＜開催概要＞ 

点灯期間：2017 年 11 月 7 日(火)～2018 年 3 月 14 日(水) 

点灯時間：18:00～23:00(予定) 

     ※クリスマスソングに合わせたライトアップは 12 月 25 日(月)まで 

     ※時期により点灯時間が変更になる場合がございます。 

場所  ：横浜ランドマークタワー ドックヤードガーデン 

https://www.atpress.ne.jp/releases/141946/img_141946_4.jpg 

 

 

【MARK IS Wishing Star Christmas  ～ I ☆YOKOHAMA ～】 

「MARK IS みなとみらいで、きらめくロマンティックなクリスマスを過ごそう！」 

星とブルーを基調にしたクリスマスツリーの点灯式や、クリスマス抽選会などイベントが盛りだくさん

です。 

 

＜開催概要＞ 

開催期間：11 月 7 日(火)～12 月 25 日(月) 

開催場所：MARK IS みなとみらい 館内各所 

詳細 URL ： MARK IS みなとみらい 

      http://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt0126christmas.html 

 

 

http://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt0126christmas.html


■Wishing Star Christmas Tree 

『 MARK IS Wishing Star Christmas ～  I ☆YOKOHAMA ～ 』 の 目 玉 で あ る 、

『Wishing Star Christmas Tree』。ツリー正面の「LED ストリングスユニット」にプログラム制御され

た映像を映し出す、進化系イルミネーションのクリスマスツリーです。星をモチーフにしたクリスマス

の装飾や、ブルーを基調にしたロマンティックなイルミネーションと共に、見ているだけで楽しくなる

ゴージャスな光と音のショーを繰り広げます。また、クリスマスツリーの周りには、近隣にお住まいの

方々とつくったハンドアートオーナメントを施したミニツリーを飾ります。 

MARK IS みなとみらいを中心とした地域の繋がりが、館内のクリスマス装飾をさらに華やかに演出し

ます。 

 

＜開催概要＞ 

設置期間： 11 月 7 日(火)～12 月 25 日(月) 

点灯時間： 7:00～24:00  ※11 月 7 日(火)は点灯式のため異なる 

設置場所： MARK IS みなとみらい 1F グランドガレリア 

https://www.atpress.ne.jp/releases/141946/img_141946_5.jpg 
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■「Wishing Star Christmas Tree」 

「グランモール公園 Bright Illumination 2017-2018」点灯式 

横浜 DeNA ベイスターズの井納翔一選手をスペシャルゲストにお招きし点灯式を行います。選手のトー

クショー他、「MM フリーデンコール」「SP Brass Quintet(エスピー ブラス クインテット)」メンバー

によるクリスマスソングのコーラスや演奏が華を添えます。 

 

＜開催概要＞ 

日時：2017 年 11 月 7 日(火)16:30～ 

場所：MARK IS みなとみらい 1F グランドガレリア 

 

 

 

 

https://www.atpress.ne.jp/releases/141946/img_141946_5.jpg
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【ファンタスティック クリスマス 2017～Heartwarming Story～デンマークにときめいて～】 

横浜ワールドポーターズでは、『Fantastic Christmas(ファンタスティック クリスマス)』と題し、毎年

クリスマスイルミネーション装飾を実施しております。 

2017 年は【ハートウォーミングストーリー】をテーマに、ワールドポーターズを訪れた方々に、イル

ミネーションの美しさやクリスマスの楽しさを感じてもらい、大切な時間を、大切な人と過ごせる、心

温まるクリスマスを提供いたします。 

ハートウォーミングストーリーは、日本・デンマーク外交関係樹立 150 周年を記念して、デンマークの

クリスマスを彷彿とさせる空間作りを実施しています。 

 

＜開催概要＞ 

開催期間   ：2017 年 11 月 10 日(金)～12 月 25 日(月) 

点灯時間   ：16:45～24:00 

点灯場所   ：汽車道側正面ゲート、運河パーク、観覧車側ゲート、 

        馬車道ゲート、2F 汽車道デッキ、2F デッキストリート、 

        2F カリヨンの広場、サークルウォーク側ゲート 

使用電球数  ：約 6 万 6 千球(LED) 

基本コンセプト：「ハートウォーミングストーリー」をテーマに、 

        心温まるクリスマスを演出 

詳細 URL    ：横浜ワールドポーターズ http://www.yim.co.jp 

https://www.atpress.ne.jp/releases/141946/img_141946_7.jpg 

 

 

【グランモール公園 Bright Illumination 2017-2018】 

「約 23 万球の LED ライトが輝く、みなとみらいエリア最大級のイルミネーション！」 

2017 年は MARK IS みなとみらい前のグランモール公園内「美術の広場」に加え、ランドマークプラ

ザとクイーンズスクエア横浜間の「ヨーヨー広場」へと拡大して開催します。 

ブルー、シャンパンゴールド、ホワイトの 3 色の LED ライトがグランモール公園のケヤキ並木を色鮮

やかに照らし、美しい景色をお楽しみいただけます。 

みなとみらいエリアの華やかでロマンティックなイルミネーションにぜひお越しください。 

 

 

 

 

http://www.yim.co.jp/
https://www.atpress.ne.jp/releases/141946/img_141946_7.jpg


＜開催概要＞ 

開催期間 ：2017 年 11 月 7 日(火)～2018 年 3 月 14 日(水) 

点灯時間 ：16:00～24:00 

       ※11 月 7 日(火)は 16:30 より MARK IS みなとみらいにて点灯式を行います。 

設置場所 ：グランモール公園 美術の広場、ヨーヨー広場 

電飾球数 ：約 23 万球(ブルー、シャンパンゴールド、ホワイト) 

主催   ：グランモール公園愛護会 

協力／共催：ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、みなとみらい東急スクエア 

https://www.atpress.ne.jp/releases/141946/img_141946_8.jpg 

 

【スノーブロッサムクリスマス】 

サンタクロースの用意したクリスマスツリーは桜木町駅前のコレットマーレにピッタリな桜色のクリ

スマスツリー。サンタクロースの魔法にかかった桜色のクリスマスツリーの雪が舞い降ります。 

 

＜開催概要＞ 

点灯期間： 2017 年 11 月 7 日(火)～2017 年 12 月 25 日(月) 

点灯時間： 17:00～23:00 

設置場所： 1F メインエントランス 

詳細 URL ： http://colettemare-yokohama.com/ 

https://www.atpress.ne.jp/releases/141946/img_141946_9.jpg 
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【TOWERS Milight～みなとみらい 21 オフィス全館ライトアップ～】 

2017 年で 21 回目を迎える『TOWERS Milight(タワーズミライト)』(以下 タワーズミライト)が 12 月

22 日(金)開催されます。 

タワーズミライトは、みなとみらい 21 のオフィスビル群(全 22 施設)が全館ライトアップし、みなとみ

らいで過ごす就業者や家族、恋人達を明るく照らします。一夜限りの光のプレゼントをお楽しみくださ

い。 

 

＜開催概要＞ 

日時  ： 2017 年 12 月 22 日(金)16:30～21:30 

場所  ： みなとみらい 21 地区 

入場料 ： 無料 

主催  ： 一般社団法人横浜みなとみらい 21 

詳細 URL： http://minatomirai21.com/ 

https://www.atpress.ne.jp/releases/141946/img_141946_11.jpg 

 

 

 

 

[画像一括ダウンロード URL]  

https://www.atpress.ne.jp/releases/141946/image141946.zip 

 

 

【お問い合わせ先】■一般社団法人横浜みなとみらい 21 事業推進部 ／担当： 渡辺、牧野 

所在地： 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 2-3-5  クイーンズスクエア横浜クイーンモール 3 階 

電話： 045-682-4403 ／メール： info@ymm21.or.jp 

ホームページ： http://www.minatomirai21.com/ 

 

http://minatomirai21.com/
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