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2015 年 10 月 15 日 

報道関係者各位 

福岡地所株式会社 
 

クリスマスイルミネーション情報 
当社およびグループ会社が運営する４商業施設・２ホテルで 

クリスマスイルミネーションがスタートいたします。 
 

福岡地所株式会社（本社：福岡市博多区 代表取締役 榎本一郎）が運営する４つの商業施設（キャナル

シティ博多、マリノアシティ福岡、リバーウォーク北九州、木の葉モール橋本）と、グループ会社が運営す

るホテルでは、2015 年の冬季イルミネーションを以下の日程で実施いたします。 

 
 

施設名 点灯期間 

キャナルシティ博多 
福岡市博多区住吉 

11/7(土)～12/25 (金) 

11/7(土)19:00 点灯式 

マリノアシティ福岡 
福岡市西区小戸 

11/7(土)～12/25 (金) 

リバーウォーク北九州 
北九州市小倉北区室町 

11/6(金)～12/25 (金) 

11/6(金)18:30 

大乾杯大会とともに点灯 

木の葉モール橋本 
福岡市西区橋本 

11/7(土)～2/14 (日) 

11/7(土)17:30 点灯式 

グランド ハイアット 福岡 

福岡市博多区住吉 
11/4(水)～12/25 (金) 

ハイアット リージェンシー 福岡 

福岡市博多区博多駅東 
11/1(日)～12/25 (金) 
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キャナルシティ博多 
 

2016 年 4 月に開業 20 周年を迎えるキャナルシティ博多は、開業年より街内全体をクリスマス色に染め 

る環境演出を実施しています。 

今年は、「クリスタルツリー2015」に加え、キャナル（運河）全体を 256 色にライトアップする「ひか 

る運河」、お客様のタッチで色が変わるスノーマンを新たに展示いたします。 

キャナルシティを訪れるみなさまの動きや、時間帯によって次々と表情を変える“体感型”クリスマスを 

ぜひお楽しみください。 

[点灯期間] 11 月 7 日(土)～12 月 25 日(金) 

[点灯時間] 17:00～24:00 

※11 月 7 日(土)点灯式は 19:00 点灯 

 

●クリスタルツリー（写真右→） 
高さ約 10ｍ、約 65,000 個の LED チップを使用した角柱型 

のインスタレーションが今年もサンプラザステージに登場し 

ます。 

来場者のスマートフォン等のタブレット端末を使い、オーナ 

メントの飾りつけをして楽しむことができます。 

[点灯時間] 17:00～24:00 

※11 月 7 日(土)点灯式は 19:00 点灯 

[場所] B1F サンプラザステージ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●たっち・みー・スノーマン（写真右→） 
手や胴体、わき腹に触ると、光って音が鳴るスノー 

マンたち。 

優しくタッチすると、“喜び”を表現！ 

もし激しく叩いたら、何かが起こる…？ 

[場 所] B1F スターコート 

 

 

 

 

 

●ひかる運河＜今年初登場＞（←写真左） 
施設の中央を流れる「運河(キャナル)」が 

256 色にひかり輝き、「クリスタルツリー」から 

幻想的な光の波が連鎖していきます。 

[場 所] B1F 運河 

[点 灯 式 ] 日 時：11 月 7 日(土)19:00 

      場 所：B1F サンプラザステージ 

      ゲ ス ト：大塚 愛 

[試験点灯] 日 時：11 月 5 日(木)18:00～19:00(予定) ※17:30 より受付開始 

      場 所：B1F サンプラザステージ 
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マリノアシティ福岡 
 

マリノアシティ福岡では、ぬくもりのある光のイルミネーションで、あたたかいクリスマスを演出します。 

[点灯期間] 11 月 7 日(土)～12 月 25 日(金) 

[点灯時間] 17:00～21:00 ※マリナサイド棟は 23:00 まで点灯 

 

●スイートステップツリー＜クリスマスマーケットが今年初登場＞（写真下↓） 
アウトレット I 棟の 1 階と 2 階を結ぶ大階段を 
中心としたイベント広場「ステップ広場」が、 

クリスマスイルミネーションのメインスポット。 

高さ６ｍのツリーや、サンタハウスやドーナツを 

モチーフにした滑り台など、お子様が遊べて、フォ 

トスポットとしても抜群のイルミネーションです。 

今年は、クリスマスマーケットのブースでクリス 

マスらしい商品を販売。また、イルミネーションで 

装飾した車を新たに設けます。 

[場 所] アウトレットⅠ棟ステップ広場 

  

●水辺のガーデンアーチ（写真右→） 
ステップ広場のにぎやかでかわいらしい雰囲気とは対照的な、 

シンプルで大人な空間を演出します。 

高さ４ｍ、直径約８ｍのアーチ型イルミネーションは、四方 

どこから見ても光を放ちます。アーチの上には星を散りばめ、 

華やかな夜空を想像させます。 

[場 所] アウトレットⅡ棟 1 階オーガニックガーデン 

  
●光のトンネル（写真右下→） 

アウトレットⅡ棟を横切るブリッジに、イルミネー 

ションとカラフルなオーナメントでできたトンネルが 

登場します。トンネルを通りながら空を見上げると、 

星が降りそそぐような景色です。 

[場 所] アウトレットⅡ棟２階ブリッジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●海辺のツリー/観覧車スカイホイール（←写真左） 
観覧車スカイホイールが見える海辺のスポットに、お菓子のオーナ 

メントでかわいらしく彩った高さ４ｍのツリーが登場。 

また、観覧車のライトアップもこのシーズンは雪の結晶やクリスマ 

スツリーなど、４つの特別なライトアップにいたします。 

[場 所] マリナサイド棟 1 階 クリスピー・クリーム・ドーナツ横 

[点灯時間] 17:00～23:00 
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リバーウォーク北九州 

 
リバーウォーク北九州では、「星空のクリスマス」をテーマに、 

高さ約 15ｍのメインツリーをはじめ、各所に星をモチーフに 

したイルミネーションを設置いたします。 

この時期、JR 小倉駅周辺～紫川周辺各所では、趣向を凝らし 

た様々なイルミネーションが冬の夜を照らす「小倉イルミネー 

ション」を開催。 

11 月 6 日(金)夜の「大乾杯大会」とともに、小倉の街に一斉 

にイルミネーションが点灯します。 

[点灯期間] 11 月 6 日(金)～12 月 25 日(金) 

※一部イルミネーションは 2016 年 2 月 14 日(日)まで 

[点灯時間] 館内 10:00～22:00 

[点灯時間] 州外周 17:00～22:00 

※11 月 6 日(金)は 18:30 点灯 

※写真はすべてイメージ 

 

●メインツリー（写真右→） 
リバーウォークの 4 階ほどまで達する高さ約 15ｍのクリ 

スマスツリー。白をベースにした約 30,000 個の LED を 

使用しております 

さらに、ツリーの頭上には、約 10,000 個の LED を星に見立 

てたイルミネーション「星のカーテン」を設置いたします。 

[点灯時間] 10:00～22:00 ※11 月 6 日(金)は 18:30 点灯 

[場 所] 1F エナジーコート 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●三角広場（写真上↑） 
小倉城に面した広場に、星をモチーフにした光るドームを設置いたします。 
[場 所] 1F「クリスピー・クリーム・ドーナツ」横：三角広場 

 

 

 

 

 

 

●キャニオンウォーク（←写真左） 
リバーウォーク内を東西に結ぶ吹き抜けの空間。頭上に大小様々な形の 

イルミネーションを飾ります。 

[場 所] 1F「スターバックス」前通路(キャニオンウォーク) 
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木の葉モール橋本 
 

木の葉モール橋本では、冬の期間だけ現れる架空の 

王国をテーマにしたプレイゾーン「カタランネ・カ 

タリーナ」が登場します。 

ガーデンコート中心に「カタランネの丘」を配し、 

その周りには、「カフェ」や「ベーカリー」等を模し 

たプレイハウス・遊具が並び、お子様やご家族が楽 

しくクリスマスの雰囲気の中で楽しめる空間です。 

[設置期間] 11 月 7 日(土)～2 月 14 日(日) 

[点灯時間] 17:00～23:00 

[場 所] ガーデンコート 1F 

 

●「カタランネ・カタリーナ」街びらきセレモニー＆イルミネーション点灯式 
街びらきをお客様とご一緒に祝うセレモニーと、点灯 

式を開催。 

木の葉モール橋本近隣の洋菓子店「パティスリーポッ 

シュ」(福岡市西区)にご協力いただき特性スイーツ 

「このはパイ」を小学生以下のお子様にふるまいます 

（先着限定、お 1 人様 1 個限り）。 

[日 時] 11 月 7 日(土) 

街びらきセレモニー13:30～ 

※「このはパイ」先着 200 名様限定 

イルミネーション点灯式 17:30～ 

※「このはパイ」先着 200 名様限定 

 

●コメディパフォーマンス 
 イルミネーション点灯式にも出演するクラウンパフォーマー、クラウンロト・クラウンビンゴの２人に 

よる「ザ・スコビルズ」のパフォーマンスイベントを開催いたします。 

 クラウンロトによるソロステージ、クラウンビンゴによる回遊パフォーマンス、「ザ・スコビルズ」と 

して行うコンビパフォーマンスなど毎回異なるパフォーマンスでお楽しみいただけます。 

[日 時] 11 月 8 日(日)12:00～クラウンロト 13:30～クラウンビンゴ 15:00～ザ・スコビルズ 

 [場 所] ガーデンコート 1F・館内通路 
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グランド ハイアット 福岡 
コンセプトは “ Wonder Christmas ” 
ランド ハイアットのテーマカラーをフィーチャー 
きとワクワクに満ちた、クリスマス色に染まる 2 か月間 
 

 メインカラーはグランド ハイアットのテーマカラーの赤。情熱や愛の象徴であり、気分を高揚させ、 

感情を目覚めさせるこの色と、ホテルの非日常性が、数々のドラマを生み出すことでしょう。さりげ 

なく、しかしドラマティックに演出された大人のためのエンターテインメント空間。この時期だけの 

醍醐味を、是非グランド ハイアット 福岡でお楽しみください。 

 [点灯期間] 11 月 4 日(水)～12 月 25 日(金) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●シンボルツリー＜今年初登場＞（写真右→ ※イメージ） 

エントランス正面のティーラウンジ「ラ テラス」に飾られる 

シンボルツリーが今年リニューアル。全長約 2m のアセビの生木を 

使った、シンプルでありながら存在感のあるツリーです。ツリーの 

前には自然に近い炎のゆらぎを再現するキャンドル型の LED ライト 

を配し、温かなムードを演出します。 

[点灯時間] 終日 

[場 所] 1F ティーラウンジ「ラ テラス」 

 

ハイアット リージェンシー 福岡 
博多駅東に位置するホテル、ハイアット リージェンシー 福岡は、 

11 月 1 日より豪華なクリスマスツリーでお客様をお迎えいたします。 

[設置期間] 11 月 1 日(日)～12 月 25 日(金) 

 

●クリスマスツリー（写真右→） 
ホテルのロビーに面した、天井高約 42m の吹き抜けにそびえ立つ 

高さ 8ｍものクリスマスツリー。 

毎年、ご宿泊やご飲食、結婚式やご宴会でホテルを訪れるお客様を 

お迎えし、撮影スポットとしてご好評いただいております。 

今年は華やかな赤で彩り、より一層ラグジュアリーな雰囲気に。 

お客様が書いたメッセージカードを飾る「Wish Tree ウィッシュツ 

リー」も新たに設置し、展示期間終了後にみなさまの思いをフィン 

ランドのサンタクロースにお届けいたします。 

※写真は 2014 年度実績 

[場 所] 1F 正面エントランス前 

 


