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開催のご案内
冬の汐博2011
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上記、画像・パースはイメージです。

※ご案内のイベントは全て予定となります。震災等の事情によりやむを得ず、中止となる場合がございますので、ご了承ください。
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報道関係各位

プレスリリース
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冬の汐博2011（ふゆのしおはく2011）

–イベントタイトル：!
–主

催：!

汐留地区街づくり連合協議会
株式会社電通、アルダニー・インベストメント・ピーティーイー・リミテッド
三井不動産株式会社、パナソニック電工株式会社、日本テレビ放送網株式会社
一般社団法人共同通信社、パークホテル東京、汐留ビルディング

–協

賛：!

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

–協

力：!

汐留シオサイト各ホテル他、郵便局（港区）

–場

所：@!

汐留シオサイト各所

–内

容：

＜カレッタZONE＞

「癒しの森」をテーマにしたイルミネーションショー「Blue Forest」を開催します。約25万球のLEDや暖かい
ライトで立体的な森を表現。「シアワセが宿る8本の木々」と「元気の泉」がきらめく「癒しの森」に、絆が

会期：12/6（火）〜2012.1/9（月・祝）

強まる一本のツリーがそびえます。今年は、新たな音楽プロデューサーとしてヴァイオリニスト・作曲家の
「髙嶋ちさ子」さんをお迎えし、17時から30分ごとに開催する約10分間のショーでは、色とりどりに光を変化
させながら、＜心があたたかくなる物語＞を表現します。

＜シティセンターZONE＞

日本初の鉄道が開通した1872年(明治5年)当時の新橋駅と同じ場所に、汽車をモチーフとした恒例のイルミネー
ション「走れ！ファンタジア号」が登場。光り輝くファンタジア号が夜空に向かって出発します！その他にも

会期：12/1（木）〜2012.1/9（月・祝）

「ROMANTIC WINTER」と題して、ハートがモチーフのイルミネーション「Heatful Garden」を開催。他にも、
クリスマスツリーやきらめく星を表現した「Lovers in the Sky」など、屋外や館内の盛り沢山のイルミをお楽
しみください。

＜日テレZONE＞

海外で話題の「３Dプロジェクションマッピング」が登場！建築物と立体映像の融合を実現したテクノロジー
が、新たなショーを生み出します。幻想的な映像と音楽のショートストーリーをお楽しみ下さい！会場では

会期：12/19（月）〜12/25（日）

「ズームイン！！サタデー

全国うまいもの博」で超人気のあのお店や、人気番組とのコラボメニューを期間

限定で販売します。
＜ストリートZONE＞

定番のクリスマスグッズを始めとしたラインナップで昨年好評だったクリスマスマーケットと、若手のクリ
エーターによるプレゼントにぴったりな物を販売するクリエーターズマーケットを総称した「クリマ」が登場。

会期：12/9（金）〜12/25（日）

クリスマスプレゼントやクリスマス気分を盛り上げる素敵なグッズを見つけてください。またクリスマスまで
のカウントダウンを素敵なパフォーマンスで楽しんで、毎日50名様限定でプレゼントももらえる「巨大アドベ
ントカレンダー」を開催します。

＜スペシャルプログラム＞

実力派グループによるクワイアが汐留の聖なる夜空を彩る「Xmasゴスペル コンサート」を開催します。

会期：12/23（金・祝）,24（土）,25（日）

＜その他イベント及び

その他にも、汐留全体を巡る「汐博ラリー」に参加すると汐留のホテル宿泊券などの豪華プレゼントが当るか

展覧会情報＞

もしれません。パナソニック電工「汐留ミュージアム」の「ウィーン工房1903-1932-モダニズムの装飾的精
神-」の開催（開催中-12/20まで）など、期間中様々な展覧会などを開催しております！

※ご案内のイベントは全て予定となります。震災等の事情によりやむを得ず、中止・変更となる場合がございますので、ご了承ください。

Area Map
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当イベントに関するお問合せは
汐留地区街づくり連合協議会
info@sio-site.or.jp

冬の汐博2011【ストリートZONE】〜 クリマ
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開催概要

ZONE MAP

◆開催日程：

2011年12月9日(金)〜12月25日(日)

◆開催時間：

【12月9日(金)-15日(木)】 15:00〜20:00
【12月16日(金)-25日(日)】 15:00〜21:00

◆開催場所：

汐留公共地下歩道

内

容

汐博で、素敵なクリスマスグッズやプレゼントを見つけてください！
What's クリマ？
欧米直輸入のクリスマスグッズを中心としたアイテムが盛り沢山の「クリスマスマーケット」と、汐留でしか手に入らない
オリジナルの アートなクリスマスアイテム をクリエーター自身が販売する「クリエーターズマーケット」の総称。
◯クリスマスマーケット

◯クリエーターズマーケット

【サンタクロースミュージアム／クリスマスの森】!

冬季イベント過去最多！毎日30組以上、総勢約130組のクリエーターが、!
オリジナルのクリスマスアイテムを持ち寄ってブース出店をします！!
人気のキャンドルやアクセサリーなど、ちょっと素敵で他の人に自慢!
できるアイテムが勢揃い！！

クリスマスグッズを中心にオリジナル品、本格的な直輸入品等、一年中クリスマスの店舗。

【ｍａｔｅｌｉ】

!【サンタさんおうち】!

「大人なクリスマス」アイテムを販売。

様々なラインナップのサンタさんをご用意。

・その他、【カハラナッツ】【フラフルーツ】【花畑牧場】【フルール・ドゥ・ドゥマン】

冬の汐博2011【ストリートZONE】〜 巨大アドベントカレンダー 〜
ZONE MAP

開催概要
◆開催日程：

2011年12月9日(金)〜12月25日(日)

◆開催時間：
(予定)

【Xmasパフォーマンス】 18:00〜
【パフォーマンス】
16:00〜

◆開催場所：

汐留公共地下歩道 TOWER mini前

◆出演者：

【to R mansion】
12月9・10・11・12・16・21・22・23・24・25日

【to R mansion】

【アドベントカレンダーイメージ】

＜プロフィール＞
2004年に結成。「とあるマンション」という意味のパントマイムをベースとした
5人組のパフォーマンスユニット。舞台公演と大道芸を中心に、劇場・学校・
ショッピングモールから海外のフェスティバルまで、国内外で活躍中。2010年
7月には、フランス・アビニヨン演劇祭に参加。全1082演目中のTOP20に選出さ
れ、連日満席と大きな話題を呼んだ。

【GABEZ】
12月13・14・15・18・19・20日
＜プロフィール＞
それぞれ１０年以上のダンス経験をもとに、2007年からコンビでの実質的な活動
を始めたMASAとhitoshi。ストリートを中心に、ダンス、アクロバット、そして台
詞を使わないお芝居を組み合わせた「ダンス＆サイレントコメディー」で活
躍。2009年から、が〜まるちょばの指導のもと、パントマイムを習得中。同年、
東京都公認ヘブンアーティスト・ライセンス取得。2010年、『沖縄キジムナー
フェスタ』にて初舞台を踏み、サイレントコメディーを演ずる舞台役者に。同年、
台湾にて招聘舞台公演を実施。同年、『WOW FES! 2010』内、WOWスター★プ
ロジェクトにて準グランプリ獲得。2011年、「が〜まるちょばプロジェクト」に
正式メンバーとして参加。ストリートとシアター、どちらも言葉を使わずパントマ
イムをベースに、小さな子供からお年寄りまで、また国籍をも問わず誰にでも分か
り易く楽しめるパフォーマンスで、現在人気急上昇中の2人組。

内

容

illustration by あいそみよこ
【GABEZ】

アドベントカレンダーとは？
クリスマスの4回前の日曜日からクリ
スマス直前の日曜日までをアドベント
「待降節」と呼びます。ヨーロッパで
はクリスマスまでのお楽しみとして、
両親が子供たちにおもちゃやお菓子な
どが入っているアドベントカレンダー
を作り、毎日一つの扉を開けて、クリ
スマスの訪れを待ちます。

巨大なアドベントカレンダーが登場！
毎日18時のXmasパフォーマンス後には、50名様限定でプレゼント！
クリスマスまでのカウントダウン、お楽しみください！！

※ご案内のイベントは全て予定となります。震災等の事情によりやむを得ず、中止・変更となる場合がございますので、ご了承ください。

冬の汐博2011【スペシャルプログラム】〜

Xmasゴスペル コンサート
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ZONE MAP

開催概要
◆開催日程：

2011年12月23日（金・祝）〜12月25日（日）

◆開催時間：

調整中

◆開催場所：

【カレッタZONE 】
B2F "Blue Forest"内
【シティセンターZONE】 B2F ライトタワープラザ
【日テレZONE】
B2F ゼロスタ広場

◆出演者：
(調整中)

＜THE SOULMATICS＞
2004年から汐留の冬イベントに毎年参加しているゴスペルグループ。
150曲以上ものレパートリーに持ち、国内外で高く評価されている実力派
グループである。著名なミュージシャンのツアーやレコーディングにも参加している。

＜VOJA（The Voice of Japan）＞
亀渕友香を中心に1993年に結成された、ゴスペルを主とするコーラスグループ。
ゴスペルをルーツとしながらも独自のコーラスアレンジを特徴に、
ライブにTV出演など、幅広い活動を展開中。

内

容

聖なる夜、汐留に響き渡る歌声
イルミネーションに彩られた汐留の夜空を更なる感動が！！

冬の汐博2011

〜 汐博ラリー

〜

開催概要
◆開催日程：

2011年12月9日（金）〜12月25日（日）

◆抽選時間：

【12月9日（金）-15日（木）】 15:00〜20:00
【12月16日（金）-25日（日）】 15:00〜21:00

◆開催場所：

＜スタンプ設置場所＞

5ヶ所

＜抽選会場＞

汐留公共地下歩道（大江戸線汐留駅行き階段前※カレッタ汐留前）

◆参加料
内

カレッタ汐留、汐留シティセンター、日本テレビ
汐留メディアタワー、ハマサイトグルメ

無料

容

汐博を満喫して、ついでに汐留の各ホテル ペア宿泊券をはじめ豪華賞品を当てちゃおう！
ZONE MAP

汐博ラリー 抽選会場
汐博ラリー スタンプ設置箇所

※ご案内のイベントは全て予定となります。震災等の事情によりやむを得ず、中止・変更となる場合がございますので、ご了承ください。

