報道関係者各位
2016 年 9 月 26 日
森ビル株式会社
MEDIA SHIP 表参道ヒルズ

OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2016
with Panasonic Beauty
～スタースティックでマジックを起こす、参加型の「星降るクリスマスツリー」～

11 月 9 日（水）～ 12 月 25 日（日）開催
表参道ヒルズでは、11 月 9 日（水）～12 月 25 日（日）まで、「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2016
with Panasonic Beauty」と題したクリスマスプロモーションを展開します。期間中、本館 吹抜け大階段では、
「Find your stars ～星降るクリスマス～」をテーマにした、クリスマスイルミネーション演出を実施します。

■10 周年の感謝を込めて、高さ 10m のスターツリーなど、“10”をちりばめた煌びやかな装飾
表参道ヒルズが今年 2 月に開業 10 周年を迎えたことにちなみ、10 年間の感謝の気持ちを込めて、本館
吹抜け大階段の中央に 10 角の大きなスターオブジェが輝く、高さ 10m の「スターツリー」が登場します。ツリーには、
約 15,000 球のゴールドやホワイトの LED を使用し、ミラーボールを中心に星のまたたきをイメージしたフラッシュ
ライト、流れ星を表すシューティングライトを加え、さまざまな星の輝きを表現します。天井部には 10 個のスター
オブジェやミラーボールの他、スワロフスキー・エレメント約 20,000 個とライン状に連なる LED 約 15,000 球
を配し、満天の星空を演出します。また、吹抜け大階段を囲む各フロアのスロープには、大小さまざまな
10 角の星を装飾し、お客様に星空の中を楽しく回遊していただきます。
■スタースティックをツリーに向かって振ると「マジック」
がスタートする、“参加型”イルミネーション
吹抜け大階段の下に設置されたブースから、ツリーに向けて
スタースティックを振ると、マジック（特別なイルミネーション）が
スタートする参加型演出「Star Magic」を実施。マジックは 3 種類あり、
どの演出が見られるかはお楽しみ。めったに出ない「ミラクル
マジック」では、吹抜け空間全体の星がすべて輝く豪華な演出を
体感いただけます。
さらに、20 分に 1 回、「Starry Sky」と題した約 3 分間の特別演出
を実施。3 つの物語を照明とオリジナル音楽で表現し、クリスマス
気分を高める光と音の感動ストーリーを、友達や恋人、家族と
一緒にお楽しみいただけます。
満天の星が光り輝く表参道ヒルズで、訪れる誰もが主役に
なれるクリスマスをお楽しみください。
※初日の 11月 9 日（水）には、ゲストを迎え、プレス向け点灯式を開催予定です。
※クリスマス限定商品、限定メニュー、イベント情報については 10 月中旬にリリース
配信予定です。

※イメージ
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イルミネーション演出
本館 吹抜け大階段では、「Find your stars ～星降るクリスマス～」をテーマにした、クリスマスイルミ
ネーション演出を実施。スタースティックをツリーに向かって振ると、マジック（特別なイルミネーション）が
スタートする参加型演出「Star Magic」と、20 分に 1 回、ツリーを中心に照明とオリジナル音楽で 3 つのストーリーを
紡ぎ出す、特別演出「Starry Sky」を展開します。
【開催概要】
タ イ ト ル ： OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2016 with Panasonic Beauty
期
間 ： 11 月 9 日（水）～12 月 25 日（日）
点灯時間 ： 11:00～23:00
問合せ先 ： 03-3497-0310（総合インフォメーション）

参加型演出「Star Magic」
吹抜け大階段下に設置されたブースに立ち、ツリーに向けてスタースティックを振るとマジック（特別な
イルミネーション）がスタート。マジックは、大階段に飾られたスタンド型のスターオブジェが下から順に点灯し、
ツリーの下から先端まで360度四方からイルミネーションの光が流れ、ツリー頂上のスターが輝く「ハッピーマジック」
をベースに、さらにツリーの上部がオーロラのように輝く「スペシャルマジック」、約20 回に１回しか見られず、まるで
満天の星に包まれているような豪華な演出の「ミラクルマジック」の全 3 種類。どれもキラキラとした効果音とともに、
吹抜け空間に魔法をかけるような心躍る体験ができます。どのマジックが見られるかはお楽しみです。

ブースイメージ

スタースティックイメージ

＜マジック詳細＞
◇ハッピーマジック
キラキラという音とともに吹抜け大階段に設置したスタンド型のスターオブジェが下から順に点灯。ツリーの下
から先端まで 360 度四方からイルミネーションの光が流れ、ツリー頂上のスターが輝きます。
◇スペシャルマジック
ハッピーマジックの演出に加えて、ツリー上部約 3 メートルがまるでオーロラのように輝きます。
◇ミラクルマジック
約 20 回に 1 回のみの演出。ハッピーマジック、スペシャルマジックの演出に加えて、ツリー内部のフラッシュライト
が瞬き、天井部の 10 個のスターオブジェとライン状の LED、ミラーボールの光が一斉に輝き始めます。まるで満天の
星に包まれているような演出です。

特別演出「Starry Sky」
吹抜け大階段で 20 分に 1 回、ツリーを中心に照明とオリジナル音楽で物語を紡ぎ出す約 3 分間の特別演出を
実施します。演出では、Starry Sky にまつわる 3 つの物語、「星空パーティーの始まり“BRILLIANT”」、「大切な
人へ贈るスターギフト“LOVE”」、「夢と願いを叶える星“DREAM”」を表現。クリスマス気分を高める光と音
の感動ストーリーを、友達や恋人、家族と一緒にご覧ください。
※各日とも初回の演出は 11：20～、最終回は 22：40～

◇大切な人へ贈るスターギフト
◇星空パーティーの始まり
“BRILLIANT”（毎時 0～3 分） “LOVE”（毎時 20〜23 分）

※画像は全てイメージ

◇夢と願いを叶える星
“DREAM”（毎時 40～43 分）
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【協賛】Panasonic Beauty
2016 年のクリスマスプロモーションは、【パナソニックビューティ】協賛の元、開催します。パナソニック
ビューティでは「忙しいひとを、美しいひとへ。」をコンセプトに、美容家電を使って時間をかけずに
ケアをする「効率美容」を提案してきました。「肌の調子がいい。髪が決まっている。案外そんなこと
ひとつで、不思議とこころは自由になれるから。」パナソニックビューティは、生活シーンの中で、
カンタンに手間なく美を引き出すことができるビューティギアで、これからも忙しく過ごす女性たちを
応援してまいります。 URL：panasonic.jp/beauty/

＜Information ／ 表参道ヒルズ 総合インフォメーション＞
【TEL】 03‐3497‐0310（総合インフォメーション） 【ADDRESS】 〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前 4-12-10
【HP】 www.omotesandohills.com 【facebook】 www.facebook.com/omotesandohills 【twitter】 @omohills
【Instagram】 www.instagram.com/omotesandohills_official/
■営業時間
ショッピング・サービス
11:00～21:00
日曜～20:00
レストラン
11:00～23:30（L.O.22:30）
日曜～22:30（L.O.21:30）
カフェ
11:00～22:30（L.O.21:30）
日曜～21:30（L.O.20:30）
※一部営業時間が異なる店舗もございます。※日曜日が祝日、休日の前日の場合、営業時間は通常と同じになります。
※連休最終日の祝・祭日の営業時間は日曜日と同じになります。※クリスマス期間中は営業時間が一部変更になる場合がございます
■休館日
無休（年 3 日休館日あり） ※次回休館日： 2017 年 2 月 20 日（月）、21 日（火）予定
■アクセス
東京メトロ銀座線、千代田線、半蔵門線「表参道駅」A2 出口より徒歩 2 分
東京メトロ千代田線、副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」5 出口より徒歩 3 分
ＪＲ山手線「原宿駅」表参道口より徒歩 7 分

