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平成22年12月9日
一般社団法人横浜みなとみらい２１

みみななととみみららいい２２１１地地区区ののククリリススママススイイベベンントト

『TOWERS Milight ～みなとみらいのオフィス全館点灯～＆クリスマスキャンドル』

もうすぐクリスマス！みなとみらいのクリスマスはイベント盛りだくさん！
みなとみらい21地区（所在地 横浜市）の各施設では、みなとみらいの街全体を一つのイルミネーション

に創り上げる「TOWERS Milight ～みなとみらいのオフィス全館点灯～」をはじめ、あたたかな灯りに包ま
れるキャンドルイベントやクリスマスコンサートなど、様々なクリスマスイベントを開催します。

イルミネーションの煌めく光とキャンドルの灯りに包まれながら、今年初めてクリスマスを迎えたコレット
マーレなど、各施設がお贈りするクリスマスイベントとともに、みなとみらいで特別なクリスマスをお過ごし
ください。

◆実施概要◆

【TOWERS Milight ～みなとみらいのオフィス全館点灯～＆クリスマスキャンドル】
■開催日時：2010年12月24日（金）16：30～21：30

※汽車道では、12/23（木・祝）17：00～21：00も開催します。

■場 所：[TOWERS Milight ～みなとみらいのオフィス全館点灯～] みなとみらい21地区

[クリスマスキャンドル] グランモール公園美術の広場（横浜美術館前）、汽車道

【地区内クリスマスイベント】
地区内各所で様々なイベントを開催します。

※詳細は、別添資料をご参照ください。

◆「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地区内の土地・建物所有者、施設管理運営者等により構成され、みなとみらい21地区の魅力を高め、質の高い都市環

境の維持・向上を図るため、街全体のマネジメントを通じて、街づくり調整や環境対策、文化・プロモーションなど、様々な課題に対応

した事業を展開しています。

■代表理事：工藤 文昭

■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

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

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 八木澤 徹 / 増田 友幸 / 深江 多美子

Tel 045-682-4403

写真※左から

上段

『TOWERS Milight ～みなとみらいのオフィス全館点灯～』
『シンギングツリー』

『横浜ジャックモールクリスマス2010』
『クリスマスキャロル』

下段

『アートリンク in 横浜赤レンガ倉庫』
『西区キャンドルアート』
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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～ 』 昨年の様子

『TOWERS Milight ～みなとみらいのオフィス全館点灯～＆クリスマスキャンドル』

クリスマスイブの特別な一夜。

「TOWERS Milight」 の輝きに、新たにキャンドルの灯りが幻想的な彩りを添えます！

12月24日（金）、パシフィコ横浜を含むみなとみらいのオフィスビル群が一体となって、街全体を一つの

イルミネーションに創り上げる「TOWERS Milight ～みなとみらいのオフィス全館点灯～」を開催します。

さらに今年は、新たに「クリスマスキャンドル」として、オリジナルの大型キャンドルが汽車道とグランモー

ル公園美術の広場で灯ります。

街全体が一つのイルミネーションになって輝く「TOWERS Milight ～みなとみらいのオフィス全館点灯～」、

その華やかな輝きの中で灯るキャンドルの優しいあかりが、みなとみらいの特別な一夜に、新たに幻想的な彩

りを添えます。クリスマスイブの夜、みなとみらいの街から、一年に一度だけの特別な夜景をプレゼント！

◆ 概 要 ◆

【TOWERS Milight ～みなとみらいのオフィス全館点灯～】

■期 間：20１0年12月24日（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、富士ゼロックス R&D スクエア、TOCみなとみらい、みなとみらいセ

ンタービル 他

■環境への配慮：本ライトアップは、「グリーン・クリスマス・ライトアップ」へ参加しています。

【クリスマスキャンドル】

「TOWERS Milight ～みなとみらいのオフィス全館点灯～」のオフィスビル群のイルミネ

ーションとともに、今年は新たに、美術の広場と汽車道で、オリジナルの大型キャンドル

約500灯の幻想的なあかりが灯ります。また、美術の広場にはキッチンカーも登場！軽飲

食をお楽しみいただけます。

■開催日時：2010年12月24日（金） 16：30～21：30

※汽車道では、12/23（木・祝）17：00～21：00も点灯します。

■場 所：グランモール公園 美術の広場（横浜美術館前）、汽車道

■料 金：無料

■主 催：美術の広場 一般社団法人横浜みなとみらい２１

汽車道 みなとみらい21公共空間活用社会実験実行委員会

別添資料

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。

オリジナルキャンドル
<サイズ>直径約15㎝/高さ約30㎝
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その他のキャンドルイベント

グランモール公園 美術の広場 『西区キャンドルアート2010』
1,500個のキャンドルの灯りで彩られます。さらに、市民コーラスなどの
ステージイベントや、人気キャラクター「ひこにゃん」、西区のマスコット
「にしまろちゃん」も登場し、一緒にクリスマスを盛り上げます。

■開催日時：12/23（木・祝）17：30～20：30

■場 所：グランモール公園 美術の広場

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.city.yokohama.jp/me/nishi

運河パーク・ナビオス横浜前 『横濱キャンドルカフェ2010』
みなとみらいの夜景と、優しいキャンドルの灯りのコラボレーションで華

やかに彩ります。メッセージシートに想いを描き、点灯に参加しよう。

■開催日時：12/23（木・祝）～25（土）17：00～21：00

※メッセージシート受付16：30～20：30

[オープニングセレモニー及びライブ]

12/23（木・祝）17：00～（予定）

[「ジェリービーンズ」コンサート]

12/24（金）18：00～ 12/25（土）17：30～（各回約2時間）

■場 所：ナビオス横浜、運河パーク

■料 金：ドリーミングシート参加費￥1,000

【施設URL】 http://www.candle-cafe.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、横浜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。8年目を迎える今年も、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。

■開催日時：12/24（金）日没～22：00

■場 所：イベント広場 ※荒天・強風の場合中止

■料 金：サンクスキャンドル￥1,000

【施設URL】 http://www.yokohama-akarenga.jp
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ルネボスマン

◆地区内各所◆

◆中央地区◆

タッチdeゲット Xmas イルミネーションラリー

クリスマス イルミネーションを楽しみながら、プレゼントを当てよう！PASMO、Suica、IC機能付き携帯電

話で端末にタッチしてポイントをゲット！3ポイントたまる毎に豪華景品が当たる抽選ができます。今回は、

1回タッチすると、みなとみらい21地区内のラリーステーションで抽選ができる「スペシャルカード」にな

るラリーステーションが6カ所に増設。タッチしてからみなとみらいへGO！

■期 間：開催中～12/25（土）
■場 所：みなとみらい21地区内 他
■設置場所：[地区内]

ランドマークプラザ、クイーンズイースト、[アット！]、
コ レ ッ ト マ ー レ 、 リ ー フ み な と み ら い 、 GENTO
YOKOHAMA、横浜ワールドポーターズ、よこはまコスモワールド

[地区外]（スペシャルカードになるラリーステーション）
東急東横線/渋谷駅・/武蔵小杉駅
東京メトロ/銀座駅・飯田橋駅
埼玉高速鉄道線/鳩ヶ谷駅
首都高速道路/大黒PA

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.mirea-mm21.jp/tdg

各施設の主なクリスマスイベント

クイーンズスクエア横浜

≪シンギングツリー≫

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を表現！ツリーのイルミネーションとパイプオル

ガンの音楽がシンクロした幻想的なショーをお見逃しなく。

■開催日時：開催中～12/25（土）11：00～23：00

[ショータイム]17：30～/18：30～/19：30～/

20：30～/21：30～/22：00～（各回約10分）

■場 所：クイーンモール 2F

■料 金：無料

≪クリスマス パフォーマンスショー≫

クイーンズイーストの館内をパフォーマー達がマジックやクリスマスソン

グなど様々なパフォーマンスを披露しながら練り歩きます。

■開催日時：12/11（土）・12（日）・18（土）・19（土）

14：00～/15：00～/16：00～/17：00～/18：00～

（各回約20分）※パフォーマーの出演時間は未定です。

■場 所：クイーンズイースト館内

■料 金：無料

シンギングツリー
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スワロフスキー クリスタルツリー2010

キマグレン

吹奏楽演奏会

サンドウィッチマン

≪クイーンズスクエア横浜 吹奏楽演奏会～地元中高生10校が演奏～≫

地元横浜市内の中学・高校の吹奏楽部による演奏会。クリスマスソングをは

じめ、思い思いの楽しい演奏を披露します。

■開催日時：12/21（火）・22（水）

①14：45～/②15：45～/③16：45～/

④17：45～/⑤18：45～（各回約40分）

■出 演 校：※①～⑤は出演時間

[12/21] ①金井高等学校 ②瀬谷高等学校 ③山手学院中学校

④横浜国際女学院翆陵中・高等学校 ⑤横浜平沼学校

[12/22] ①東高等学校 ②上矢部高等学校 ③公文国際学園中・高等部

④磯子高等学校 ⑤山手学院高等学校

■場 所：1F クイーンズサークル

■料 金：無料

≪[at!]×QE Presents Christmas Special ≫

サンタクロースとの撮影会やお笑いライブ、人気アーチストのライブを開催します。

■開催日時：[サンタクロース撮影会]12/23（木・祝）・24（金）

13：00～/14：00～/15：00～（各回約30分）

※各回先着30名 ※カメラはご持参ください

[お笑いライブ]12/23（木・祝）16：00～16：40

[ライブ]12/24（金）PLATINUM 16：0０～16：30

SEAMO 17：50～18：10

※SEAMOのライブは、12/24（金）12：00よりクイーン

ズパークにて整理券を配布（先着200名）

■出 演：[お笑いライブ] サンドウィッチマン/トミドコロ

[ライブ] PLATINUM /SEAMO

■場 所：1F クイーンズサークル

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.qsy-tqc.jp（クイーンズスクエア横浜）

http://www.at-yokohama.com（クイーンズスクエア横浜[アット！]）

http://www.queens-east.co.jp（クイーンズイースト）

横浜ランドマークタワー 『THE LANDMARK CHRISTMAS』

≪スワロフスキー クリスタルツリー2010≫

3 年ぶりに復活したスワロフスキーのクリスタルツリー。1 万 3 千個のオーナメ

ントの中には、限定オーナメント「ウインターベリー Crystal」がひとつだけ隠さ

れています。ウインターベリー（ひいらぎ）の花言葉は「永遠の輝き」。見つけた

方は永遠の輝きに満ちた愛に包まれるかも･･･。さらに今年は、キマグレンが光と

音の演出をプロデュース。毎日夕刻から実施する「スターライトジングル」では、

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、さらに「メリースノークリスマス」（降雪イベント）では、雪が降り注

ぎ、幻想的な世界を演出します。

■開催日時：[スターライトジングル]

開催中～12/25（土）17：00～22：00の30分毎

※ガーデンスクエアにて別イベント開催時は除く

[メリースノークリスマス]
12/11（土）・12（日）・18（土）・19（日）

23（木）・24（金）・25（土）
18：00～（20分程度）

■場 所：ランドマークプラザ 1F ガーデンスクエア

■料 金：無料
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フィンランド・ラップランド州政府公認
サンタクロース

DEPAPEPE

奥村愛

≪ＦＭヨコハマ メリースノー クリスマスライブ≫

「メリースノークリスマス」の開催時期とあわせ、FM ヨコハマ開局25周年記念ならではのアーチストライ

ンナップでパワフルな演奏をお楽しみください。

■開催日時：12/11（土）・12（日）・19（日）・23（木）・24（金）・25（土）

①14：00～/②17：00～

■出 演：※①・②は出演時間（各回約30分）

[12/11] ①DEPAPEPE/②菅原紗由理

[12/12] ①MIHIRO～マイロ～/②Dew

[12/19] ①曽根由希江/②藤澤ノリマサ

[12/23] ②島谷ひとみ

[12/24] ②CLIFF EDGE

[12/25] ②Tiara

■場 所：ランドマークプラザ 1F ガーデンスクエア

■料 金：無料

≪奥村愛 with 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 クリスタルコンサート≫

バイオリニスト奥村愛がスワロフスキーのジュエリーを身にまといクリスタルのよう

な輝きの音を奏でるスペシャルコンサート。神奈川フィルハーモニー管弦楽団との共

演もお楽しみください。

■開催日時：12/18（土）17：00～（約30分程度）

■場 所：ランドマークプラザ 1F ガーデンスクエア

■料 金：無料 ※ガーデンスクエア内での観覧は定員制（先着30組の親子）

当日16：00より整理券を配布します。

≪神奈川フィルハーモニー管弦楽団 クリスタルコンサート≫

神奈川フィルハーモニー管弦楽団によるクリスマスコンサートを開催！

是非、お立ち寄りください。

■開催日時：12/18（土）14：00～（約30分程度）

■場 所：ランドマークプラザ 1F ガーデンスクエア

■料 金：無料

≪サンタクロースがやってくる！≫

フィンランド・ラップランド州政府公認のサンタクロースがやってきます！サンタク

ロースと一緒に写真を撮って、特別な思い出をつくろう。

■開催日時：12/20（月）～22（水）

11：00～/13：00～/15：00～（各回約60分程度）

■場 所：ランドマークプラザ 1F ガーデンスクエア

※各日10：00より開催場所で当日3回分の整理券を配布します。

なお、10：00前に整理券をお待ちの人数が定員に達した場合は、

配布を開始します。（各回60組限定）

■料 金：無料 ※カメラをご持参ください



7/14

キマグレンコーナー＜イメージ＞

エドガー・ドガ ≪エトワール≫ 1876-77 年 オルセー美術館
©RMN(Musée d’Orsay)/Hervé Lewandowski/distributed 

by AMF-DNPartcom

≪スカイクリスマス ～スカイガーデン×キマグレン～≫

スカイガーデンは、キマグレンとのコラボレーションでクリスマスを彩り

ます。グッズや写真、パネルを展示するだけでなく、映像や音楽を視聴で

きるキマグレンコーナーやオリジナルカクテルも登場！

■開催期間：開催中～12/25（土）

■営業時間：10：00～21：00 ※土曜日は22：00まで

※クリスマス期間特別営業

12/18（土）～22（水）22：00まで

12/23（木・祝）～24（金）24：00まで

■場 所：69F展望フロア スカイガーデン

■入 場 料：大人￥1,000/65歳以上・高校生￥800/小・中学生￥500/幼児￥200

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

横浜美術館 『ドガ展』
エドガー・ドガ、待望の大回顧展を開催。傑作<<エトワール>>初来日をはじめとする、オルセー美術館所蔵の

ドガの名品46点に、国内外のコレクションからえりすぐった貴重な作品を加え、初期から晩年にわたる約

120点を紹介！これらは必見です。

■期 間：開催中～12/31（金）

■時 間：10：00～18：00（入館は閉館の30分前まで）

※金曜日は20：00まで

※毎週木曜日は休館日、ただし12/23・30は開館します。

■場 所：企画展示室

■料 金：一般￥1,500/大学・高校生￥1,200/中学生￥600

※小学生以下無料

※他、割引あり

【施設URL】 http://www.yaf.or.jp/yma/

クロス・パティオ

≪南の島のCHRISTMAS Hawaii≫

今年のクロス・パティオのクリスマスのテーマは「Hawaii」。南の島の雰囲気たっぷ

りのハワイ風クリスマスリースを展示します。また２００９年山手西洋館世界のクリ

スマスの様子をパネルにて紹介しています。

■開催日時：開催中～12/25（土）11：00～19：00

■場 所：グリーンスポット

■料 金：無料

≪クリスマスコンサート≫

クリスマスソングをたっぷりお贈りする、クリスマコンサートを開催します。

■開催日時：12/25（土）14：00～/17：00～（各回約1時間30分）

■出 演：永瀬もも

■場 所：グリーンスポット

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.hama-midorinokyokai.or.jp
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パイプオルガン「ﾙｰｼｰ」

コレットマーレ 『1st. Christmas “Colette white Christmas”』

≪MUSIC LIVE！≫

ハンドベルやJAZZなど、クリスマスムードたっぷりのミュージックライブを開催します！

■開催日時：12/11（土）・18（土）・23（木・祝）・24（金）・25（土）

①16：00～/18：00～

②13：00～/15：00～

③13：00～/15：00～/17：00～

■出 演：※①～③は開催時間

[12/11] ①Dee ＆ Monique

[12/18] ①ＳＨＯＷ-ＳＫＡ

[12/23] ②アテンポハンドベルリンガー

[12/24] ②Monique ＆ Par Pryor

[12/25] ③ＳＨＯＷ-ＳＫＡ

■場 所：1F エントランス 他

■料 金：無料

≪SANTA PERFORMANCE !≫

コレットマーレにサンタがやってくる！サンタクロースが繰り広げるジャグリングなどのパフォーマンスをお

楽しみください。

■開催日時：12/23（木・祝）～25（土）

12：00～/14：00～/16：00～

■場 所：コレットマーレ館内

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.colette-mare.com

横浜みなとみらいホール

≪クリスマス パイプオルガンコンサート≫

クリスマスには、パイプオルガンの響きがピッタリ！映画音楽からクリスマスソン

グまで、盛りだくさんのプログラムでお贈りします。ホール自慢のパイプオルガン

“ルーシー”が奏でるクリスマスのひとときをお楽しみください。

■開催日時：12/15（水）12：10～13：10（11：30開場）

■場 所：大ホール

■出 演：山口綾規（オルガン）

■料 金：全席指定￥1,000 ※クリスマスプレゼント付

≪名曲アルバムコンサート「聖なるクリスマス名曲選」≫

人気長寿番組がコンサートに！一流アーティストによる生演奏と巨大スクリー

ンによる映像とで贈るシリーズ公演、名曲アルバムコンサート！本場ヨーロッ

パのクリスマス最中の映像と、誰もが知るクリスマス名曲選でお届けする極上

のクリスマスコンサート！

■開催日時：12/16（木） 13：30～（13：00開場）

■場 所：大ホール

■出 演：プラハ・ゾリステン/リディア・アゴヴァ（ソプラノ）

■料 金：全席指定￥4,000

【施設URL】 http://www.yaf.or.jp/mmh
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満船飾の様子

三菱みなとみらい技術館

≪オープンラボ「廃油 de アロマキャンドル 」≫

廃油を使ってクリスマスにピッタリなアロマキャンドルを作ります。

■開催期間：12/18（土）・19（日）

10：00～/14：00～（各回約30分）

※小学生対象、ジャムなどの小さめの空きビンをご持参

ください。

※当日自由参加

■場 所：2F 映像ルーム

■料 金：無料 ※入館料が必要です。

≪クイズ！テクノくんに聞きました！≫

クイズシートにのっている展示を探してクイズに答えよう！正解するとプレゼントがもらえるよ。

■開催日時：12/23（木・祝）～2011/1/10（月・祝）

■場 所：館内 ※1・2Ｆの受付にて整理券を配布します。

■料 金：無料 ※入館料が必要です。

≪冬休み映画会 ≫

小型ソーラー電力セイル実証機「イカロス」打ち上げからセイル展開、実験までの様子をCGで紹介する

「IKAROS」と深海の生物を通して、その不思議な世界を覗く「DEEP SEA」を上映します。

■開催日時：12/26（日）

13：00～「IKAROS」（約14分）

15：00～「DEEP SEA」（約50分）

■場 所：2F 映像ルーム

■料 金：無料 ※入館料が必要です。

【施設URL】 http://www.mhi.co.jp/museum

帆船日本丸・横浜みなと博物館 『クリスマスナイト 日本丸』

≪満船飾（まんせんしょく）≫

帆船日本丸が船首から船尾まで国際信号旗を飾ります！また帆船日本丸では、12/23

（木・祝）から25（土）の3日間、夜間特別公開を特別料金で実施します！イルミネ

ーションに彩られた日本丸に是非おいでください。

■開催日時：12/23（木・祝）10：00～16：00

■場 所：帆船日本丸

■料 金：外からの見学は無料

≪シルバニアファミリー・ショコラウサギちゃんのサンタクロースと握手・撮影会≫

シルバニアファミリーのショコラウサギちゃんのサンタクロースと握手・撮影会を開催しま

す！各日、先着500名様に特製グリーティングカードをプレゼント！

■開催日時：12/23（木・祝）・25（土）

12：30～/14：00～/16：30～/18：00～/19：30～

（各回約30分）

■場 所：帆船日本丸 ※カメラをご持参ください。

■料 金：無料 ※乗船料が必要です。

※12/25（土）は、小・中学生・高校生は乗船無料
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◆新港地区◆

≪ゴスペル・ジャズの演奏会≫

クリスマスにぴったりのゴスペルコンサートとジャズの生演奏をお贈りします。

■開催日時：※①～③は出演者

[12/23（木・祝）] ①13：00～/14：00～/15：00～/16：00～（各回約30分）

②17：30～20：00頃

[12/24（金）] ③17：30～20：00頃

■出 演：①シャイニング ライト ゴスペル クワイヤ＆デイスプリング ゴスペル クワイヤ

②デュオ ルクレール

③水岡グループ

■場 所：①日本丸メモリアルパーク アリーナ

②③帆船日本丸

■料 金：無料 ※②・③は乗船料が必要です。

【施設URL】 http://www.nippon-maru.or.jp

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 『クリスマスキャロル 2010』
1991 年のホテル開業より毎年実施している無料のクリスマスロビーコンサート。

吹き抜けのロビーにこだまする、地元・横浜を代表する児童歌劇団「赤い靴ジュニ

アコーラス」の聖なる歌声をお楽しみください。

■開催日時：12/23（木・祝）～12/25（土）

17：00～/19：15～（各回約20分）

■場 所：1F ロビー

■料 金：無料

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

クロスゲート 『クロスゲート 10 th Anniversary ～ホワイトクリスマス～』
高さ6ｍのホワイトクリスマスツリーを囲んで、スティールパンバンドのミニコンサートを行います。ドラム

缶でできた音階打楽器の音色がみなとみらいに響き渡り、クリスマスを盛り上げます。

■開催日時：12/25（土）※雨天中止

17：00～/18：00～/19：00～（各回約30分）

■出 演：Pan Note Magic

■場 所：1F 三角広場

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.crossgate.net

JICA 横浜

≪日本赤十字主催の写真展「HUMANITY IN WAR」≫

スイスのジュネーブに本部を置く赤十字国際委員会（ICRC）が、1863年の創設以

来、記録してきた戦争や紛争の現状や犠牲者に対するICRCの支援活動の写真40点を

展示します。150年以上にわたる戦争、紛争の貴重な記録写真を通して、人の命の大

切さについて、もう一度考えてみませんか。

■開催日時：開催中～2011/1/6（木）9：30～18：00

（入館は閉館の30分前まで）

■場 所：1・中2F ギャラリー

■料 金：無料
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≪長編アニメーション映画「ジュノー」≫

国を超え、人種を超えて、無償の愛に生きたスイス人医師「マルセル・ジュ

ノー博士」の生涯をアニメーション化。ジュノー博士の“無償の愛”“美しい

心”“不屈の精神”を伝え、人々に勇気と希望を与えてくれる長編アニメーシ

ョン映画を上映します。

■開催日時：12/18（土）・19（日）

10：30～/12：30～/14：30～/16：30～（計4回）

※各回、先着200名、上映時間の30分前から会場にて整理券を配布します。

■場 所：体育館

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.jica.go.jp/yokohama/

横浜赤レンガ倉庫

≪クリスマスマーケット in 横浜赤レンガ倉庫≫

ドイツ本場で行われる「クリスマスマーケット」が今年、横浜赤レンガ倉

庫に初上陸。ドイツからやってきたヒュッテ（屋台）が連なり、ホットワ

インやソーセージ、キャンドル、クリスマスオーナメントなど販売。本場

さながらの雰囲気の中、賑やかなクリスマスムードを演出します。

■開催日時：開催中～12/25（土）11：00～22：00

※12/23（木）～25（土）23：00まで（店舗による）

■場 所：イベント広場

≪アートリンク in 横浜赤レンガ倉庫 「Ice Painting Dreams（氷上に描く夢）」≫

6回目を迎える今年は、フランス・リヨンで光の祭典に参加する人気アー

ティスト集団“XLR PROJECT”が『Ice Painting Dreams（氷上に描

く夢）』をテーマに幻想的な光の物語に包みこみます。

■開催日時：開催中～2011/2/2８（月）

平日13：00～22：00 土日祝11：00～22：00

※2011/2/21（月）は休業日

※開催時間が異なる日程がございます。

・12/24（金）11：00～24：00

・12/31（金）11：00～29：00（オールナイト営業）

・2011/1/1（土）13：00～22：00

1/2（日）・3（月）11：00～22：00

■場 所：イベント広場

■料 金：大人￥500/小人￥400/幼児￥300

貸靴料￥500/付添観覧料￥200

≪サンクス・キャンドル≫

クリスマスイブの夜、横浜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。

■開催日時：12/24（金）日没～22：00

※詳細は、3ページをご覧ください。

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

＜イメージ＞



12/14

LiLi

クラウン TOM

コスモくん（左） 吉澤ひとみ（右）

よこはまコスモワールド

≪プレゼントラリー≫

「ワンダーアミューズ・ゾーン」から2機種、「ブラーノストリート・ゾーン」「キッズカーニバル・ゾーン」

から2機種、合計4機種のアトラクションに乗って、素敵なプレゼントが当たる抽選会に参加しよう！

■開催日時：12/11（土）～26（日）11：00～18：00（抽選会場19：00まで）

■場 所：「ワンダーアミューズ・ゾーン」インフォメーション前特設ブース

■料 金：アトラクション利用料金が必要です。

≪X’mas Special Music Live≫

複数のアーティストによるミュージックライブを開催！

■開催日時：12/23（木・祝）

①14：00～/②15：00～/③16：00～/④17：00～

⑤18：00～/⑥19：00～（各回約30分）

■出 演：※①～⑥は出演時間

①・④Rough Clover

②・⑤style-3!

③・⑥LiLi

■場 所：「ワンダーアミューズ・ゾーン」ウッドデッキ

■料 金：無料

≪パフォーマー園内グリーティング≫

大道芸人がバルーン芸を披露しながら、園内をグリーティング。運よく出会えたあなた

はラッキー!?

■開催日時：12/24（金）※不定期に登場

■場 所：園内全域

■料 金：無料

≪モーニング娘。OG 吉澤ひとみ＆コスモくんのクリスマスパーティー≫

吉澤ひとみ＆コスモくんのクリスマスパーティーを開催！トークショーやゲーム大会、

クリスマスソングの合唱など、一緒に楽しんじゃおう！また、当日限定クリスマス特別

チケット（アトラクション回数券）￥3,000をお求めの先着500名様に吉澤ひとみ＆コス

モくんのオリジナルブロマイド写真をプレゼント！

■開催日時：12/25（土）16：00～18：00

■場 所：「ワンダーアミューズ・ゾーン」ウッドデッキ

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.senyo.co.jp/cosmo/

横浜ワールドポーターズ 『Fantastic Christmas』

≪シルバニアファミリー よこはま物語2010-2011冬>>

今年も、横浜ワールドポーターズ限定オリジナルミュージカルを上演！館内グリーティングや写真撮影会も開

催します。

■開催日時：12/18（土）～12/19（日） ※①～③は開催場所

[①/オリジナルミュージカル]13：30～/15：30～

[②/握手・撮影会]12：30～

[③/グリーティング]16：30～

■場 所： ①2F 正面入口横特設ステージ ②4F OKYA

③1F 館内フロア

■料 金：無料
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©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

◆新高島地区◆

≪聖なるコンサート>>

横浜の少年少女合唱団による素敵な歌声が館内のクリスマスムードを盛り上げ

ます。

■開催日時：12/23（木・祝）[横浜少年少女合唱団]14：00～/16：00～

12/24（金）[赤い靴ジュニアコーラス]13：30～/15：00～

12/25（土）[ファンタジーベルクワイヤー（ハンドベル）]

14：00～/16：00～

■場 所：2F 正面入口横特設ステージ

■料 金：無料

≪サンタの甘い贈り物2010>>

北の国からサンタクロースがトナカイやかわいい子どもの妖精を連れてやってきます！

館内を回遊しながら、お子様にお菓子をプレゼント。

■開催日時：12/23（木・祝）・25（土）14：30～/1７：０0～

12/24（金）14：00～/16：00～

■場 所：館内回遊

■料 金：無料

≪サンタのフォトメモリー>>

サンタさんと一緒に記念撮影。一年に一度の素敵な思い出を！

■開催日時：12/23（木・祝）・25（土）13：00～/15：00～/16:30～

12/24（金）14：30～/16：30～/18:00

■場 所： 2F 正面入口横特設ステージ

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.yim.co.jp

横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール

≪横浜だんす！だんす！ミュージアム『アンパンマンのクリスマスベル』≫

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！

■開催日時：開催中～12/25（土）17：30～ ※雨天中止

■場 所：ショッピングモール内 アンパンマン広場

■料 金：無料

≪クリスマス スタンプラリー≫

クリスマスバージョンのスタンプラリーを開催！クイズは全部で５問！

クイズに答えてサンタさんの帽子をかぶったアンパンマンを完成させよう。

カードは記念に持ち帰ってね！

■開催日時：開催中～12/25（土）15：00頃～

■場 所：ミュージアム館 全館

■料 金：ミュージアム館入館料が必要です

※クイズラリーカードは15：00頃からご入館の際にカードを配布。

【施設URL】 http://www.yokohama-anpanman.jp
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渡部陽一

Yucca

日産自動車グローバル本社ギャラリー 『Nissan Gallery Christmas Live』
人気急上昇のキュートなレゲエドールCoba-U、SPACE BATTLE SHIP ヤマトの挿

入歌を歌うYuccaがお贈りする素敵なクリスマスソングとともに、クリスマスムードを

楽しみませんか？

■開催日時：[Coba-U] 1２/11（土）17：00～18：30

[Yucca] 1２/17（金）18：30～20：00

■場 所：グローバル本社ギャラリー

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.nissan.co.jp/GALLERY/HQ/

リーフみなとみらい 『リーフフェスタ in Winter』

≪サンタさんとジャンケンポン!!≫

サンタさんとジャンケンポン！勝ったお子様にはお菓子をプレゼントします。また、

サンタさんと写真撮影も！

■開催日時：12/19（日）11：00～/14：00～/16：00～（各回約45分）

■場 所：1・2F 館内

■料 金：無料

≪サンタさんとジャンケンポン!!≫

とってもめずらしい本物のトナカイ「チョッパー君」がやってくる！

トナカイさんのソリに乗って、サンタさん気分で記念撮影をしょう。

■開催日時：12/23（木・祝）11：00～17：00※途中休憩あり

■場 所：1F アトリウム

■料 金：無料 ※当日お買上げ￥500以上のレシート持参で餌やり

体験ができます。（先着70名様）

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

横浜ジャックモール 『横浜ジャックモールクリスマス2010』
神出鬼没に登場するラッキーサンタに会えるとおいしいスイーツがもらえるよ！（小さなお子様限定）

■開催日時：1２/23（木・祝）・24（金） 午後数回（時間未定）

■場 所：グランモール公園（オリジナルツリー前）

■料 金：無料

【施設URL】 http://www.jackmall.com

ブリリア ショートショート シアター

≪戦場カメラマンのメリークリスマス 世界は危険で面白い!?≫

戦場カメラマン・ジャーナリストとして活躍中の渡部陽一氏をゲストに迎え、トークイベ

ントを開催。世界各国のラブストーリーを観ながら、描写される国の文化、生活、人を徹

底解明。これまでに、世界120カ国以上を巡って来た渡部陽一氏の口から語られる衝撃

の真実とは!?

■開催日時：12/24（金）19：00～21：00（開場18：30）

■料 金：￥2,500 ※チケット販売12/11（土）より

※他、割引あり

【施設URL】 http://www.Brillia-sst.jp/


