
恵⽐寿ガーデンプレイス(所在地：渋⾕区恵⽐寿4丁⽬)では、2019年11⽉2⽇(⼟)から2020年2⽉24⽇(⽉・振)まで、
恒例となった恵⽐寿ガーデンプレイスウインターイルミネーション2019を開催いたします。

2019年11⽉2⽇(⼟)から2020年1⽉13⽇(⽉・祝)には、「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」を開催。
今年も250年余の伝統と⾰新を継承し続けるバカラ世界最⼤級のシャンデリアを中⼼に、約10万球のシャンパンゴールドの
輝 き が 施 設 全 体 を 包 み 込 む 中 、 バ カ ラ の グ ラ ス と ク リ ス タ ル タ イ ル の カ ウ ン タ ー を 設 え た シ ャ ン パ ン バ ー
「Baccarat ETERNALLIGHTS Champagne Bar with TAITTINGER」を期間限定でオープンします。
12⽉13⽇（⾦）からは、ブリュットレゼルブに加え、プレステージュロゼも販売いたします。

また今年は、ウェスティンホテル東京によるフードトラック「The Westin Food Truck」が初出店します。総料理⻑が⼿掛ける
特製ビーフカレーや広東料理「⿓天⾨」特製⽜バララーメン、ホットチョコレートなど、ホテルメイドの洗練された味わいを提供します。

昨年もご好評をいただいたInstagramキャンペーンを今年も開催。投稿していただいた⽅の中から抽選で、バカラの
シャンパンフルートやウェスティンホテル東京のエグゼクティブルーム宿泊券をプレゼントいたします。宿泊券は、クラブラウンジの
利⽤もできるスペシャルチケットです。その他、⾼さ約10mのクリスマスツリーや、ヨーロッパ各地で開催されるクリスマスマーケットを
イメージしたヒュッテ(⼭⼩屋)が⽴ち並ぶ「Christmas Marche」の開催など、華やかに彩られたこの街で、ロマンチックな
クリスマスシーズンをお過ごしください。

25周年を迎える本年、恵⽐寿ガーデンプレイスは「つながる」を年間テーマに、訪れた⽅がつながる場として、今後もお客様の
⼼に残る、様々な体験価値をイベントを通して提供してまいります。
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＜News Release＞

2019年10⽉4⽇

世界最⼤級のバカラシャンデリアの輝きが、今年も恵⽐寿ガーデンプレイスに。
恵⽐寿ガーデンプレイス ウインターイルミネーション2019

「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」
2019年11⽉2⽉(⼟)〜2020年1⽉13⽇(⽉・祝)

https://gardenplace.jp/special/2019christmas/

＜この件に関する⼀般の⽅のお問い合わせ先＞
恵⽐寿ガーデンプレイス・インフォメーション

TEL：03-5423-7111 URL：http://gardenplace.jp



「恵⽐寿ガーデンプレイス ウインタールミネーション2019」開催概要
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①バカラシャンデリア
◆期 間： 2019年11⽉2⽉(⼟)〜2020年1⽉13⽇(⽉・祝)
◆点灯時間： 11:00〜24:00 ※11⽉2⽇(⼟)は点灯式のタイミングにより点灯
◆場 所： センター広場
◆内 容： ライト総数250灯の世界最⼤級のシャンデリアが今年も登場。

⾼さ約5m、幅約3m、クリスタルパーツ総数8,500ピースのシャンデリアが放つ、
期間中、本施設でしか味わうことが出来ない輝きを提供します。

◆主 催： サッポロ不動産開発株式会社、バカラ パシフィック株式会社
◆後 援： 在⽇フランス⼤使館
◆特別協⼒： SUS株式会社

＜昨年の様⼦＞＜バカラシャンデリアについて＞
⾼さ約5m、幅約3m、クリスタルパーツ総数8,500ピース、ライト総数250灯の
世界最⼤級を誇ります。その制作には、13⼈のフランス最優秀職⼈(M.O.F)を
はじめとする熟練した職⼈の技と、15,000時間もの⻑い時間が要されています。

＜バカラシャンデリアの歴史＞
バカラの起源は1764年、時の国王、ルイ15世の認可を受け、フランス・ロレーヌ
地⽅にあるバカラ村に誕⽣したガラス⼯場にはじまります。1824年にフランスで
初めてクリスタルのシャンデリアを制作。1855年のパリ万国博覧会で、巨⼤な
燭台2基と140灯のシャンデリア⼀基を披露して以来、さまざまなデザイン、
スケールのシャンデリアを制作してきました。バカラの創造性が⾃在に発揮された
それらの作品は世界で賞賛の的となり、各国の王侯貴族や実業家はこぞって
⾃邸に、建築家は作品となった建築物に飾りました。それは成功の象徴であり、
またあるときには建物や空間に芸術的完成をもたらすものでした。シャンデリア、
それはバカラクリスタルによる光の芸術なのです。

＜アルミ製ショーケースについて＞
ショーケースはコーナー部を除いた部分の⾊が⿊⾊で、アルミの持つ⾼級感を
維持しつつも、シャンデリアの美しさをより引き⽴たせるデザインです。塗装には、
粉体塗装という技術が⽤いられています。粉末状の塗料を被塗物に付着させ、
⾼温の炉内にて焼き付けることにより完成する技法で、有機溶剤(アルコール・
シンナー等)を使わない環境に優しい塗装⽅法です。

・サイズ：⾼さ約 10m、幅約 6m×6m ・アルミ使⽤総重量：約 11t
・パネル厚：250mm ・制作：SUS株式会社

◆期 間： 2019年11⽉2⽇（⼟）〜2020年2⽉24⽇（⽉・振）
※期間、時間、場所はイベントにより異なります

◆内 容： 1.Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-
2.イルミネーション・クリスマスツリー
3.Christmas Marche

◆U  R  L： https://gardenplace.jp/special/2019christmas/

「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」詳細



「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」詳細
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②Baccarat ETERNAL LIGHTS Champagne Bar with TAITTINGER
◆期 間： 2019年11⽉2⽇(⼟)〜12⽉25⽇(⽔)
◆時 間： 平⽇16：30〜21:00／⼟⽇祝13:00〜21:00

※12⽉13⽇(⾦)〜は22:00まで営業(⽇除く)
◆場 所： センター広場
◆料 ⾦： ブリュットレゼルブ1杯 1,600円(税込)

プレステージュロゼ1杯 2,100円(税込)
※プレステージュロゼは、12⽉13⽇(⾦)からの期間限定販売予定

◆内 容： 世界最⼤級のバカラシャンデリアの輝きに照らされた、恵⽐寿ガーデンプレイス センター広場に、
バカラによる「シャンパンバー」が期間限定でオープン。
芸術的なクリスタルタイルのバーカウンターとともにフランスを代表するシャンパーニュのグランメゾン
「テタンジェ」を提供。
五感でバカラを体験できる、世界で唯⼀の空間が恵⽐寿に登場します。

◆備 考： ご利⽤は20歳以上の⽅に限らせていただきます。

＜昨年の様⼦＞

③Baccarat ETERNAL LIGHTS –歓びのかたち- Instagramキャンペーン
◆応募期間： 2019年11⽉2⽇(⼟)〜2020年1⽉13⽇(⽉・祝)
◆内 容： 恵⽐寿ガーデンプレイスのイルミネーションを撮影した画像をInstagramに

投稿していただいた⽅の中から抽選で、3名様にバカラ ベガシャンパンフルート、
ウェスティンホテル東京の宿泊券をプレゼントします。
※キャンペーン詳細は、下記サイトで随時更新いたします

https://gardenplace.jp/special/2019christmas/

◆プレゼント： バカラ ベガシャンパンフルート(2客セット)1名様
ウェスティンホテル東京 エグゼクティブルーム宿泊券（1部屋1泊2名様利⽤）2組様
※クラブラウンジへのアクセス付き

◆応募⽅法： ①Instagramで恵⽐寿ガーデンプレイス公式アカウント(@yebisu_garden_place)をフォロー
②恵⽐寿ガーデンプレイスにてイルミネーションを撮影
③Instagramで「＠yebisu_garden_place」、「#ガーデンプレイスイルミ」をつけて投稿

※⾮公開設定の場合、抽選対象外となりますのでご注意ください
◆当選発表： 1⽉に当選者を決定し、Instagramダイレクトメッセージにて

当選者にご連絡差し上げます。

※キャンペーンの詳細は特設サイトをご覧ください。

＜イメージ画像＞

【バカラ ベガシャンパンフルート(2客セット)イメージ】 【ウェスティンホテル東京 イメージ】



「イルミネーション・クリスマスツリー」 詳細
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【イルミネーション・クリスマスツリー】
①イルミネーション
◆期 間： 2019年11⽉2⽇(⼟)〜2020年2⽉24⽇(⽉・振)
◆点灯時間： 16:00〜24:00

※11⽉2⽇(⼟)は点灯式のタイミングにより点灯
◆場 所： エントランスパビリオン、時計広場

坂道のプロムナード、シャトー広場
◆内 容： シャンパンゴールドを基調とした約10万球の光で

恵⽐寿ガーデンプレイス全体をライトアップ。

②クリスマスツリー
◆期 間： 2019年11⽉2⽇(⼟)〜12⽉25⽇(⽔)
◆点灯時間： 16:00〜24:00

※ 11⽉2⽇(⼟)は点灯式のタイミングにより点灯
◆場 所： 時計広場
◆内 容： 温かみのなかに鮮やかでカラフルな装飾を加えた

約10mのクリスマスツリーの展⽰。

＜昨年の様⼦＞

＜昨年の様⼦＞

【Christmas Marche】
◆期 間： 2019年11⽉2⽇(⼟)〜12⽉25⽇(⽔)
◆時 間： 12:00〜20:00
◆場 所： 時計広場
◆内 容： ヨーロッパ各地で開催されるクリスマスマーケットのヒュッテ(⼭⼩屋)をイメージした店舗を展開。

ウェスティンホテル東京プロデュースのフードトラック「The Westin Food Truck」による
コラボメニューのほか、クリスマス雑貨の専⾨店や⼤切な⼈への贈り物選びを楽しめるギフト
ショップなどイルミネーションを⾒ながら本場のクリスマスマルシェの雰囲気を感じられる空間です。

「Christmas Marche」 詳細

＜「The Westin Food Truck」＞

【メニュー】
バンショウ 700円(税込)
ホットチョコレート 700円(税込)
⿓天⾨ 特製⽜バララーメン 900円(税込)
総料理⻑特製ビーフカレー 900円(税込)

＜クリスマス雑貨イメージ＞


