プロジェクションマッピング

ウィンターイルミネーション2019

東京ビッグサイト
上映スケジュール

特集

緑豊かな自然と優しい光のハーモニー

深川ギャザリア

※時間は目安です。
http://www.bigsight.jp/
また、天候などの事情により、急きょ上映中止となる場合があります。
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開催中～ 2020年2月14日
（金） 17:00 ～ 24:00

大学・専門学校のチームが約4カ月を費やし

［2019年12月］5日
（木）
、6日
（金）
、10日
（火）～ 12日
（木）
、
て制作した力作が集まる「有明・冬フェス 東京
18日
（水）～ 20日
（金）17:00 ～ 18:00
国際プロジェクションマッピングアワード」
の受
［2020年1月］11日
（土）
、12日
（日）
、15日
（水）
、16日
（木）
、
賞作品などを上映します。
20日
（月）～ 24日
（金）
、29日
（水）
、
30日
（木）17:30 ～ 18:30
江東区有明 3-11-1／℡ 03-5530-1111／ゆりかもめ
「東
［2020年2月］5日
（水）
、6日
（木）
、12日
（水）
、13日
（木）
、19日
（水）
、 京ビッグサイト」駅徒歩 3 分、りんかい線「国際展示場」
20日
（木）
、26日
（水）
、27日
（木）18:00 ～ 19:00 駅徒歩 7 分

「Forest Garden llumination」をテーマに、木立や草花など
豊かな緑と、ランタン、グローブ球、LEDの優しい光に包まれ
た癒やしの空間が出現。高さ10mのクリスマスツリーは、心地
良い音楽に合わせて光が変化します。
江東区木場 1-5 ／℡ 03-5857-2140 ／東京メトロ東西線「木場」駅 クリスマスツリーの点灯
は12月25日
（水）
まで
4a・b 出口徒歩 2 分
https://www.gatharia.jp
MAP P8 3-C

MAP P9 6-B

東京イースト21のマスコットキャラクター “テンシェ
ル”の住む世界をテーマに、約10万球のLEDライトが点
灯。テンシェル愛用の緑のバッグからこぼれた“幸せのた
ね”で、カラフルな光の花々が咲き誇ります。

オリンピック500日前
イベント上映作品

澄んだ空気にきらめく

開催中～ 2020年2月上旬
（予定） 16:00 ～ 24:00

色とりどりの世界。

東京イースト21

クリスマス～ウィンターイルミネーション～

イルミネーションや

東京イースト21

ライトアップで彩られた

カラフルな光のお花畑

夜景を楽しめる

テントウムシの“テンシェル”

スポットを紹介します。

2020年1月23日
（木）
までは昨年の受賞作
（写真）
、
24日
（金）
からは今年の受賞作を上映

きらめく冬 の
イルミネーション

若手クリエイターが活躍

江東区東陽 6-3-2 ／℡ 03-5632-9111 ／東京メトロ東西線
「東陽町」駅 1 出口徒歩 7 分
MAP P8 3-C
http://tokyo-east21.co.jp/

海の夜景を眺めながら滑る

アーバンドック ららぽーと豊洲
シーサイドアイススケートリンク

2019年12月6日
（金）～ 2020年2月16日
（日）
土・日曜・祝日11:00 ～ 21:00、
平日14:00 ～ 21:00（最終受付20:15）

※12月23日
（月）～ 27日
（金）
、
12月30日
（月）
、31日
（火）
、
2020年1月2日
（木）
、3日
（金）
は11:00 ～ 21:00
※休日の滑走は45分まで

ららぽーと豊洲ではイルミネー
ションが通年で楽しめます

輝く光のプロムナード

アリオ北砂

安らぎ 光の冬夜
2019年11月22日
（金）～ 2020年2月中旬
（予定）
17:00 ～ 21:00

“もっと、ずっと、これからも”アリオ北砂が親し
まれるようにとの思いを込め、光と絆をキーワード
に演出。11月下旬のアリオ北砂のリフレッシュに合
わせ、明治通り側口外に、明るいLEDライトがきら
めきます。
江東区北砂 2-17-1 ／℡ 03-3640-8111 ／都営新宿線
「西大島」駅 A1 出口徒歩 9 分
MAP P8 2-D
http://www.ario-kitasuna.jp/
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海を望むシーサイドデッキに、本物の氷を使った
巨大なアイススケートリンクが登場します。夜はカラ
フルにライトアップされ、ロマンチックな雰囲気。シ
ューズや手袋をレンタルして、子どもから大人まで気
軽に楽しめます。
江東区豊洲 2-4-9 ／℡ 0570-077-732 ／大人（中学生
以上）1000 円、子ども（4 歳～小学生）600 円、ペア（大
人 + 子ども）1400 円
※レンタル料金別途 ※未就学の子ども 1 人につき、保護
者 1 人の同伴必須／東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 2 出口
すぐ、ゆりかもめ「豊洲」駅北口徒歩 5 分
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/
MAP P8 4-B

※東京ビッグサイト、ららぽーと豊洲のイルミネーション以外の写真はイメージです

夜空を彩る光のリース

20周年を記念した演出

イルミネーション クリスマスバージョン

llumination 2019-2020 -Grateful Harmony-

開催中～ 2019年12月25日
（水）
日没～ 22:00（金・土曜・祝前日22:40まで）

開催中～ 2020年3月中旬 11:00 ～ 23:00

パレットタウン大観覧車

季節ごとにモチーフが変化するイルミネーション。
クリスマスシーズンにはリースやベル、星などの模様
が輝きます。
江東区青海 1-3-10 ／℡ 03-5500-2655 ／大人（中学
生以上）1000 円、子ども（4 歳～小学生）500 円、3
歳以下無料／ゆりかもめ「青海」駅直結、りんかい線「東
京テレポート」駅 A 出口徒歩 3 分
MAP P9 6-A
http://www.daikanransha.com/

VenusFort

※12月31日
（火）
、2020年1月1日
（水・祝）
は22:00まで

中世ヨーロッパの街並みを再現した館内が、温かみのある
イルミネーションとミラーボールを使った光の雪の演出など
で彩られます。噴水広場では、20分毎に約3分間のオリジナ
ルサウンドによるショーが開催されます。また、
11月30日
（土）
～ 12月25日
（水）
は降雪イベント
「SNOW WISH」
も開催。
江東区青海 1-3-15 ／℡ 03-3599-0700 ／ 2020 年 2 月 17 日（月）
、
18 日（火）休／ゆりかもめ「青海」駅直結、りんかい線「東京テレポート」
駅 A 出口徒歩 3 分 https://www.venusfort.co.jp/ MAP P9 6-A
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