NEWS LETTER

2020 年 11 月 17 日

報道関係者各位

イルミネーション本日スタート！

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

映画・観劇とイルミネーションで 魔法のようなひと時を
東京ミッドタウン日比谷前の広場がクリスマスムード満点に
―映画鑑賞や観劇後そのままに楽しむイルミネーション演出は必見
―イルミネーションを眺めながら食事のできる注目スポットも
東京ミッドタウン日比谷 (所在地：千代田区有楽町、事業者：三井不動産株式会社)では、本日 2020 年 11 月 17 日
（火）～2021 年 2 月 14 日（日）※ までの期間、日比谷エリア全体を彩るイルミネーション「HIBIYA Magic Time
Illumination」を開催します。
エントランス前のメイン広場”日比谷ステップ広場”には、11 月 20 日(金)～12 月 25 日(金)までのクリスマス期間
限定で「HIBIYA &HOPE CHRISTMAS SQUARE」が登場。今年はオーセンティックな”もみの木のクリスマスツリー”
が広場全体に置かれ、ランタンをモチーフにした装飾とウッドテイストのベンチが温かみのある空間を演出。昼も夜もクリス
マスムード全開のフォトスポットになっています。夜のイルミネーションは映画鑑賞や観劇の後に立ち寄り、その余韻に浸り
ながら眺めるのも日比谷ならではの楽しみ方です。
その他にも日比谷仲通りを中心とした「HIBIYA Area Illumination」や、東京ミッドタウン日比谷 6 階「PARK
VIEW WINTER GARDEN」などそれぞれのエリアのイルミネーションによってより一層魅力的に彩られる日比谷の街に、
是非訪れてみてはいかがでしょうか。
※ 実施期間はエリアにより異なります。

20 日(金)～公開の New エリア＆キービジュアル情報公開！

HIBIYA &HOPE CHRISTMAS SQUARE イメージ

HIBIYA Magic Time Illumination キービジュアル

EAT IN も TAKE OUT も！イルミネーションを見ながら楽しむメニューをご紹介
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12/25(金)までの期間限定！

New!

ツリーに囲まれたクリスマスの広場 「HIBIYA &HOPE CHRISTMAS SQUARE」
東京ミッドタウン日比谷エントランス前のメイン広
場”日比谷ステップ広場”に 11 月 20 日(金)～12
月 25 日 ( 金 ) ま で の ク リ ス マ ス 期 間 限 定 で
「HIBIYA &HOPE CHRISTMAS SQUARE」が
登場。今年は夜のイルミネーション点灯時はもちろ
ん、昼間に訪れてもクリスマスムードを味わうことがで
き、フォトスポットとしてもおすすめです。天然のもみ
の木を使用したいくつものツリー、その周りに並ぶウッ
ドテイストのベンチ、ツリーの装飾は”ランタン”をモチ
ーフにするなど、オーセンティックなクリスマス空間が
今年の魅力となっており、ふとベンチに座って世界観
に浸りたくなるような、温かみのあるクリスマスを表現
しています。
HIBIYA &HOPE CHRISTMAS SQUARE イメージ

■特別演出「&HOPE MAGIC TIME」
日比谷の街の魅力を発信する「HIBIYA ＆HOPE PROJECT
※」にちなんだ特別演出として「&HOPE MAGIC TIME」を実施。
ひろがる希望をイメージし、10 分に 1 度、全体が暗転して音楽が流
れる中、ステップ広場の中心部にあるクリスマスツリーに光が灯り、その
中心からステップ広場外周に向かって放射線状に光がひろがり、さら
には階段、日比谷仲通りへと光が波のようにひろがっていく、日比谷
ならではの幻想的な演出をお楽しみいただけます。

実施期間：2020 年 11 月 20 日（金）～12 月 25 日（金）
※階段部分の LED 演出は 2 月 14 日まで
点灯時間：17：00～23：00
場
所：日比谷ステップ広場
主
催：東京ミッドタウン日比谷／一般社団法人日比谷エリアマネジメント

階段部分もこの冬だけの特別演出を実施 イメージ

※HIBIYA ＆HOPE PROJECT とは？
「日比谷」の街から、希望と未来をつなぎ、発信するプロジェクト。
日比谷の魅力を発信するとともに、日比谷エリアをはじめとした飲食店や
劇場の紹介、イベント活動を行っていきます。詳しくは HP をご覧ください。
https://www.hibiya-hope.jp/

HIBIYA ＆HOPE PROJECT ロゴ

＜その他のイルミネーションエリアご紹介＞
■HIBIYA Area Illumination
実施場所：日比谷仲通り、日比谷ステップ広場
実施期間：11/17（火）～2/14(日)
点灯時間：17 時～23 時

■PARK VIEW WINTER GARDEN
実施場所：6 階パークビューガーデン
実施期間：11/17（火）～2/14(日)
点灯時間：17 時～23 時
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イルミネーションを眺めながら食べる！飲む！スポット＆限定メニュー

「HIBIYA &HOPE
CHRISTMAS SQUARE」の
ベンチに座って飲みたいホットドリンク

■AND COFFEE ROASTERS (3F)
澄んだ冬の空気を感じながらイルミネーショ
ンを眺めるお供に最適なのが「Ginger
Milk」。生姜がピリリと効いた、やさしい甘さ
のミルクティーは、体が芯から温まり、寒い
季節にぴったりの 1 杯です。テイクアウトし
て温まりながらイルミネーション巡りをするの
もおすすめの過ごし方です。
Ginger Milk
イートイン 561 円（税込）
テイクアウト 550 円（税込）

12/25 までの期間限定

(提供時間 11：00～19：00)

「HIBIYA &HOPE
CHRISTMAS SQUARE」
を見ながらテラス席で
食事を堪能できるお店

■Buvette (1F)
どこか懐かしくハートウォーミングで伝
統的なメニューを提供する、NY 発
の”ガストロテック”。テラス席からはス
テップ広場のイルミネーションの様子を
眺めながら食事ができます。クリスマス
は、12/23～25 の 3 日間限定で、
自慢のシグネチャーメニューも堪能で
きる、特別コースが登場します。
クリスマスディナーコース 2020
￥7,700（税込）

「PARK VIEW
WINTER GARDEN」
を眺めながら食事ができるお店
鵜

12/23～25 限定

■DRAWING HOUSE OF HIBIYA (6F)
「体感するニッポンのテロワール」をテー
マに、日本全国の本当に美味しい食
材の再発見にチャレンジする
DRAWING HOUSE OF
HIBIYA。パークビューガーデンのイルミ
ネーションを見渡しながらゆっくりとディ
ナーができるまさに絶好のスポットで
す。2 日間限定でクリスマス限定のテ
ロワール・ディナーをご用意しています。
12/24、25 限定

Xmas スペシャルディナーコース
￥14,300（サービス料別途）

※ディナーの提供時間は各店舗にお問い合わせください
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HIBIYA Magic Time Illumination 概要
コンセプトは、“魔法のような瞬間”。WITH コロナで多くの人が困難な状況に直
面することが多い中、映画・演劇の街として夢のようなひとときを味わえる日比谷
だからこそ、ここにいる瞬間は日常を忘れて過ごすことができる、そんな”魔法のよう
な瞬間”を提供します。今年のイルミネーションは全体のカラーイメージを”キャンドル
カラー”で統一し、きらびやかな世界で会場を包み、まるで魔法にかかったかのような
まばゆい光の中で、大切な人とゆったりと過ごす大人の魅力のクリスマスを演出しま
す。
実施期間：2020 年 11 月 17 日（火）～2021 年 2 月 14 日（日）
※イベントによって期間は異なります
点灯時間：17：00～23：00
場
所：東京ミッドタウン日比谷、日比谷仲通り、日比谷シャンテ
主
催：一般社団法人日比谷エリアマネジメント／
東京ミッドタウン日比谷／日比谷シャンテ

【ご参考】HIBIYA Magic Time Illumination エリアマップ

※日比谷シャンテのイベントについては、日比谷シャンテの公式 WEB（URL https://www.hibiya-chanter.com/）を ご覧ください

＜報道関係者お問い合わせ先＞
「東京ミッドタウン日比谷」PR 事務局（株式会社 プラップジャパン 内）担当：近藤、向井、鈴木
TEL：03-4580-9107 ／ FAX：03-4580-9133
MAIL：pr.midtown-hibiya@ml.prap.co.jp
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