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メディア関係各位

平成2２年11月12日
一般社団法人横浜みなとみらい２１

みなとみらい２１地区のＣＨＲＩＳＴＭＡＳイベント

タ ワ ー ズ ミライト

《ＴＯＷＥＲＳ Milight ～ みなとみらいのオフィス全館点灯 ～ 》

＆
クリスマスイルミネーション

みなとみらい21地区（所在地 横浜市）では、今年も12月24日（金）に「TOWERS Milight ～みなと

みらいのオフィス全館点灯～」を実施します。このイベントは今年で1４年目を迎え、パシフィコ横浜を含む

オフィスビル群が一体となってみなとみらいの街全体を一つのイルミネーションに創り上げます。イブの夜、

今年もみなとみらいの街がひときわ華やかな輝きを放ちます。また地球温暖化防止の観点から、昨年同様クリ

スマスイブ一夜限りの実施とし、グリーン電力証書を活用し、「グリーン・クリスマス・ライトアップ」に参

加します。

また今年のクリスマスシーズンは、１２月１７日（金）公開のディズニー映画「トロン：レガシー」とのタ

イアップとして、１１月２５日（木）～１２月２５日（土）の間「トロン ブルーライトヨコハマ」と称し、

みなとみらい周辺施設のイルミネーションを『トロンブルー』に彩るなど、素敵なクリスマスを演出します。

◆実施概要

【TOWERS Milight ～みなとみらいのオフィス全館点灯～】
※詳細は、別添資料１をご参照ください。

【地区内クリスマスイルミネーション】
地区内各所で開催します。詳細は、別添資料２をご参照ください。

◆「一般社団法人 横浜みなとみらい２１」 について

みなとみらい21地区における良好な環境や地域の価値を維持、向上させる取り組み（エリアマネジメント）を推進しています。

■代表理事：工藤 文昭

■設 立：平成21年2月23日（事業開始 平成21年4月1日）

■所 在 地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンモール3F

■会 員 数：105（平成22年7月1日現在）

■横浜みなとみらい２１公式ウェブサイト： http://www.minatomirai21.com

[一般社団法人横浜みなとみらい２１概要]

http://www.minatomirai21.com/reference/corporation.php?PHPSESSID=7hsb6kabtmklmeql5qj5c12ve5

『 TOWERS Milight ～みなとみらいのオフィス全館点灯～ 』

◆この件に関するお問い合わせ先◆

一般社団法人 横浜みなとみらい２１ 担当：八木澤/増田/深江

TEL 045-682-0021 ／ FAX 045-682-4400

メールアドレス fukae＠ymm21.or.jp（深江アドレス）

『 シンキングツリー 』

大観覧車『 コスモクロック２１ 』
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◆地区全体◆

TOWERS Milight ～みなとみらいのオフィス全館点灯～

クリスマスイブの特別な一夜。

みなとみらいの街全体が煌めく光に包まれる！

みなとみらい21地区（所在地 横浜市）では、12月24日（金）に「TOWERS Milight ～みなとみらい

のオフィス全館点灯～」を開催します。このイベントは今年で1４年目を迎え、パシフィコ横浜を含むオフィ

スビル群が一体となってみなとみらいの街全体を一つのイルミネーションに創り上げます。イブの夜、今年も

みなとみらいの街がひときわ華やかな輝きを放ちます。また、今年も、昨年同様に地球温暖化防止に配慮し、

クリスマスイブ一夜限りの実施とし、グリーン電力証書を活用し、「グリーン・クリスマス・ライトアップ」

に参加します。

◆ 詳 細

■期 間：20１0/12/24（金）16：30～21：30
■場 所：みなとみらい21地区
■参加施設：横浜ランドマークタワー、クイーンズタワーA・B・C各棟（クイーンズスクエア横浜）、富士

ソフトビル、日石横浜ビル、横浜銀行本店ビル、三菱重工横浜ビル、県民共済プラザビル、横浜
メディアタワー、ＭＭパークビル、シンクロン本社ビル、パシフィコ横浜（会議センター）、横
浜ブルーアベニュー 他

■環境への配慮：本ライトアップは、グリーン電力証書を活用し、全国のランドマーク施設や大型商業施設
等のイルミネーションの電力をグリーンエネルギーにすることを呼びかける「グリーン・クリ
スマス・ライトアップ」へ参加します。

※「グリーン・クリスマス・ライトアップ」参加施設の募集について

→ http://www.green-energynet.jp/christmas_lightup

別添資料1

◆この件に関するお問い合わせ先◆

一般社団法人 横浜みなとみらい２１ 担当：八木澤/増田/深江

TEL 045-682-0021／FAX 045-682-4400

メールアドレス fukae＠ymm21.or.jp（深江アドレス）

横浜みなとみらい２１公式ウェブサイト http://www.minatomirai21.com

＜昨年の様子＞

このイベントでは、バイオマスから生まれたグリーン電力を使
っています※。
※このイベントで使用しているグリーン電力は19,000kWhです。
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◆地区各所◆

＜イメージ＞

クリスマスツリー＆イルミネーション

みなとみらいに、ひと足早いクリスマスがやって来た！
今年のクリスマスシーズンも、各施設のイルミネーションやクリスマスツリーが街全体を飾りつけ、みなと

みらいの素敵なクリスマスを演出します。

クイーンズスクエア横浜 『Queen’s Square YOKOHAMA Christmas 20１0』
イルミネーションが光輝く、高さ約13ｍもの屋内最大級の「シンギングツリー」。今年のテーマは“明日に

向かって”。空にかかる七色の虹と扉を開け大空へ羽ばたく「カモメ」たちの姿をモチーフにし、外へ飛び出

す勇気と明るい未来への期待感を表現します。ツリーのイルミネーションと、横浜みなとみらいホールのパイ

プオルガンの音楽がシンクロした幻想的なショーもお見逃しなく。

観覧車を臨む屋外スペースの「クイーンズパークイルミネーション」は、ブルーやホワイトのLEDが織りな

すイルミネーションで彩られ、１１月２５日（木）～１２月２５日（土）の期間中は『トロンブルー』に染ま

ります。

また、クイーンズイーストの今年のクリスマスツリーは『レゴ クリックブリック』とコラボレーション！

レゴブロックでできた、かわいいサンタやトナカイのオーナメントが飾られた、オリジナルツリーは必見です。

<<シンギングツリー>>

■点 灯 式 ：11/16（火）18：00～

■期 間：11/16（火）～12/25（土）

■点灯時間：11：00～23：00 ※11/16（火）は点灯式以降

■場 所：クイーンモール 2F

■ショータイム：期間中毎日（計6回）17：30～・18：30～・19：30～

・20：30～・21：30～・22：00～（約10分間）

【施設URL】 http://www.qsy-tqc.jp

<<クイーンズパークイルミネーション>>

■期 間：11/19（金）～201１/2/14（月）

■点灯時間：16：00～24：00

■場 所：クイーンズパーク

【施設URL】 http://www.at-yokohama.com/

<<レゴ×ＱＥ コラボレーションツリー>>

■期 間：開催中～12/25（土）

■点灯時間：16：00～24：00

■場 所：クイーンイースト1Ｆ、2Ｆエントランス（４箇所）

【施設URL】 http://www.queens-east.co.jp/

別添資料２
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＜イメージ＞

＜昨年の様子＞

横浜ランドマークタワー 『THE LANDMARK CHRISTMAS』
今年は、キマグレンが光と音の演出をプロデュース。逗子の海や森の自然をイメージした演出で展開。毎日

夕刻から実施する「スターライトジングル」はキマグレンのオリジナル楽曲「Life～winter version」にあわ

せてツリーが様々な色に輝きます。12 月に入って週末毎、「メリースノークリスマス」では、更に雪が降り

注ぐ演出も加わり、幻想的な世界をお届けします。

<<スワロフスキー クリスタルツリー２０１０>>

■期 間：開催中～12/25（土）

■点灯時間：7：00～23：30 ※12/25（土）は23：00まで（予定）

※上記期間中の17：00～22：00の

30分毎に、光と音の演出「スターライトジングル」

■場 所：ランドマークプラザ 1F ガーデンスクエア

<<メリースノークリスマス>>

■期 間：12月の毎週土日及び12/23（木・祝）～12/25（土）の計9日18：00～（20分程度）

<<ドックヤードガーデン ウィンターイルミネーション>>

■期 間：開催中～201１/2/28（月）

■点灯時間：1７：00～24：00

■場 所：ドックヤードガーデン

【施設URL】 http://www.yokohama-landmark.jp/

横浜ワールドポーターズ 『ファンタスティック・クリスマス』
クリスマスイルミネーションが今年もスタート！今年のテーマはヒーリングジャーニー。各ゲートを優しい

光で包み、ご来館のお客様をお出迎えします。

■期 間：開催中～12/25（土）

■点灯時間：日没後～24：00

■場 所：観覧車側ゲート、汽車道側正面ゲート、馬車道側ゲート、

２Ｆカリヨン広場（赤レンガ側デッキ）、２Ｆ吹抜け

【施設URL】 http://www.yim.co.jp/

よこはまコスモワールド 『Ｗinter Fantasy 2010』
大観覧車「コスモクロック21」の通常グリーンのライトアップが、期間中はブルーに！また、ダイビング

コースター「バニッシュ！」のレール頂上部分から地上までの高さ約25ｍを利用した約3万5千球のLEDライ

トで輝く巨大ツリーが登場し、園内をロマンチックに彩ります。

<< 大観覧車「コスモクロック21」期間限定ライトアップ>>

■期 間：2010/11/25（木）～2011/2/2８（月）

■点灯時間：日没後～24：00頃

■場 所：大観覧車「コスモクロック21」

<< LEDイルミネーションツリー>>

■期 間：12/1（水）～12/25（土）

■点灯時間：日没後～24：00頃

■場 所：「ワンダーアミューズ・ゾーン」ウッドデッキ

【施設URL】 http://www.senyo.co.jp/cosmo/
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©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

＜昨年の様子＞

帆船日本丸・日本丸メモリアルパーク 『クリスマスナイト日本丸』
帆船日本丸が輝くイルミネーションライトで幻想的な姿に変身します。また、期間中、日本丸は21:00ま

で夜間特別公開します。

■期 間：12/23（木・祝）～12/25（土）

■点灯時間：日没後～22：00

■場 所：日本丸メモリアルパーク「帆船日本丸」

【施設URL】 http://www.nippon-maru.or.jp/

横浜ジャックモール 『横浜ジャックモール クリスマスツリー・イルミネーション』
グランモール広場には、高さ6ｍのツリーとLEDによるイルミネーションで煌めくクリスマスロードが出現

します。

■期 間：11/20（土）～12/25（土）

■点灯時間：日没後～24：00

■場 所：グランモール公園 ジャックモール前

【施設URL】 http://www.jackmall.com/

横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール
今年のテーマは「横浜だんす！だんす！ミュージアム～クリスマスバージョン～」。サンタの格好をしたア

ンパンマンとトナカイ姿のばいきんまんが寒い冬を、楽しいダンスでぽかぽかにしてくれます！

■期 間：11/20（土）～12/25（土）

■点灯時間：24時間

■場 所：アンパンマン広場、館内各所

【施設URL】 http://www.yokohama-anpanman.jp

横浜赤レンガ倉庫 『サンクス・キャンドル』
クリスマスイブの夜、赤レンガ倉庫がキャンドルのあたたかい光に包まれるキャンドルイベントを開催しま

す。1年間の感謝の気持ちや未来へのメッセージなどをキャンドルに書いて火を灯します。

■期 間：12/24（金）

■開催時間：日没後～22：00

■場 所：イベント広場

（荒天・強風の場合中止）

【施設URL】 http://www.yokohama-akarenga.jp/

イルミネーション提供：高木綱業株式会社



6/7

みなとみらいぷかりさん橋 『キラキラ輝く“星”たちのぷかりさん橋』
キラキラ輝く星たちが、海の上に舞い降りた“ぷかりさん橋のイルミネーション”昼間でも楽しめるクリス

タル・トナカイ達がお待ちしています。また、12/24・25の2日間は、ぷかりさん橋グッズお買い上げのお

客様（限定１００個）にプチプレゼントをご用意！

■期 間：11/20（土）～12/25（土）

■点灯時間：16：00～23：00（予定）

■場 所：渡り橋、テラス、デッキ

【施設URL】 http://www.pukari.jp/

リーフみなとみらい 『Heartful Xmas Box』
高さ3ｍのゴージャスなクリスマスツリーとシャンパンゴールドで統一されたイルミネーションで大人の空

間を演出します。

■期 間：11/20（土）～12/25（土）

※グランモール公園イルミネーションは

2011/2/28（月）まで（予定）

■点灯時間：16：00～21：00 ※館内は10：30～20：00

■場 所：館内、グランモール公園

【施設URL】 http://www.leaf-minatomirai.net/

ナビオス横浜 『光のトンネル』
みなとみらいや赤レンガの景色をひきたてるように作られた光のトンネルが、訪れた人の記憶に残ります。

■期 間：開催中～12/25（土）

■点灯時間：17：00～23：00

■場 所：ナビオス横浜通景空間

【施設URL】 http://www.navios-yokohama.com
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ホテルのクリスマス

みなとみらいのホテルより、上質なクリスマスをお届けします。
華やかなクリスマスツリーや煌くイルミネーションで皆様をお迎えします。

横浜ロイヤルパークホテル 『クリスマス イルミネーション 2010』
ちょっと早いですが今年も11/18～ホテルはクリスマスメイクに！お部屋はすべて52階以上（地上210メ

ートル）の高層にありまるで展望台。華やかなクリスマスツリーがロビーで皆様をお迎えいたします。

■期 間：11/18（木）～12/25（土）

■点灯時間：８：00～2５：00

■場 所：ホテル フロントロビー（1F）

【施設URL】 http://www.yrph.com/

パン パシフィック 横浜ベイホテル東急
ホテル1Ｆロビーの吹き抜けに５メートル程の大きなクリスマスツリーが登場。「LUXE MODERN」をテー

マに、都会的でスタイリッシュでありながら、明るく華やかなツリーは、撮影スポットとしても人気がありま

す。

■期 間：11/16（火）～12/25（土）

■点灯時間：7：00～24：00

■場 所：ホテル1Ｆロビー

【施設URL】 http://pphy.co.jp

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
解放的な吹き抜けのロビーに、8 本のクリスマスツリーや、巨大なクリスマスオーナメントが登場。他では見

られないディスプレイは必見です！

■期 間：11/19（金）～12/26（日）

■点灯時間：6：30～2４：00

■場 所：1階アトリウムロビー及び全レストラン

【施設URL】 http://www.interconti.co.jp/yokohama/

◆この件に関するお問い合わせ先◆

一般社団法人 横浜みなとみらい２１ 担当：八木澤/増田/深江

TEL 045-682-0021／FAX 045-682-4400

メールアドレス fukae＠ymm21.or.jp（深江アドレス）

横浜みなとみらい２１公式ウェブサイト http://www.minatomirai21.com


