報道関係者各位
2016 年 11 月 2 日
日本郵便株式会社
ＪＰビルマネジメント株式会社
ＫＩＴＴＥ丸の内 テナント会
ＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」に屋内日本最大級の高さ約 14.5m のクリスマスツリー登場
堂珍嘉邦さんとＫＩＴＴＥがコラボレーションしたオリジナル楽曲によるライトアッププログラムも新展開

「ＷＨＩＴＥ

ＫＩＴＴＥ」イベント詳細

2016 年 11 月 24 日（木）〜12 月 25 日（日）
日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 横山 邦男）、ＪＰビルマネジメント株式会
社（東京都千代田区、代表取締役社長 野村 洋）およびＫＩＴＴＥ丸の内 テナント会は、ＪＰタワ
ー商業施設「ＫＩＴＴＥ」
（キッテ）において、2016年11月24日（木）から12月25日（日）まで開催す
るクリスマスイベント「ＷＨＩＴＥ ＫＩＴＴＥ」の詳細情報を決定しましたので、お知らせします。
本イベントは、毎年ご好評を頂いている、館内にいながら白銀の世界を体感できるクリスマスイベ
ントです。1Fアトリウムの中央には、本物のモミの木を使い、まるで雪が降り積もったかのように真
っ白な、屋内では日本最大級を誇る、高さ約14.5mのクリスマスツリーが登場します。
また、期間中の夜には、毎年ご好評を頂いている音楽と照明によるライトアッププログラムを実施。
情緒あふれる音楽とともに光の粒が天井から壁面を伝って、まるで雪が舞い散るように降り注ぐ様子
を上映し、クリスマスの雰囲気を盛り上げます。
そして今年は、ヴォーカル・デュオの CHEMISTRY としてCD総売上1,800万枚を誇り、2012年から
ソロ・アーティストとして活躍する堂珍嘉邦さんとＫＩＴＴＥがコラボレーションしたオリジナル楽
曲による、ライトアッププログラムも新たに実施し、2種類のプログラムをお楽しみいただけます。
その他にも、AGC旭硝子の透明ガラススクリーン「Glascene®」を使ったオリジナルの映像プログラ
ム「AGC旭硝子 Presents Icy Glassy Christmas 」を上映します。
また、クリスマス・イブとクリスマスにあたる12月24日（土）
・25日（日）にはツリーの前でミュー
ジシャンによるクリスマスライブを開催するほか、館内の飲食店舗ではクリスマス限定のディナーや
ケーキをご提供します。
今年のクリスマスシーズンも、ＫＩＴＴＥに広がる幻想的な空間で、特別なクリスマスをお過ごし
ください。
（イベント開催概要は別紙1、ＫＩＴＴＥ各店舗のおすすめ商品情報は別紙2参照。）

1F アトリウム クリスマスツリー
昨年の様子

堂珍嘉邦さん

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
ＫＩＴＴＥ PR事務局 （平日9:30〜18:00） TEL: 03-4376-6910 ／ FAX: 03-3222-0292
＜本件に関する一般の方のお問い合わせ先＞
ＫＩＴＴＥインフォメーションセンター 03-3216-2811（10：00〜19：00）

以上
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「ＷＨＩＴＥ ＫＩＴＴＥ」 イベント開催概要
実 施 期 間：
会
場：
主
催：
協
力：
特 設 W E B ペ ー ジ：

2016 年 11 月 24 日（木）〜12 月 25 日（日）
ＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」（東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号）
日本郵便株式会社、ＪＰビルマネジメント株式会社
ＫＩＴＴＥ丸の内 テナント会、旭硝子株式会社
http://jptower-kitte.jp/white-kitte2016
※イベント詳細につきましては、順次特設 WEB ページにてお知らせします。

≪イベント内容≫
■ＫＩＴＴＥ ホワイトツリー、
ライトアッププログラム「Precious Ver.」、「堂珍嘉邦さん Ver.」 （1F アトリウム）
［2016 年 11 月 24 日（木）〜12 月 25 日（日）］
まるで雪が降り積もったかのように真っ白な、屋内では日本最大級
となる高さ約 14.5m のクリスマスツリーが 1F アトリウムに登場。
期間中は、情緒あふれる音楽とともに光の粒が天井から壁面を伝っ
て、雪が舞い散るように降り注ぐライトアッププログラム「Precious
Ver.」を上映します。
また今年は、ヴォーカル・デュオの CHEMISTRY として CD 総売上
1,800 万枚を誇り、2012 年からソロ・アーティストとして活躍する堂
珍嘉邦さんとＫＩＴＴＥがコラボレーションしたオリジナル楽曲によ
る、ライトアッププログラム「堂珍嘉邦さん Ver.」も実施します。
ライトアッププログラム
（昨年開催時の様子）
【堂珍嘉邦】
2001 年、ヴォーカル・デュオ CHEMISTRY としてデビュー。2012 年
からソロ・アーティストとして活動、自身の音楽を 耽美エント（耽美
＋アンビエント）Rock と命名し 2013 年デビューアルバム「OUT THE BOX」
をリリース。2015 年にはコミック「義風堂々!!」とタッグを組んだシン
グル「Halo」
「You&I」
、アルバム「VOWS」をリリースした。一方で、映画
「醒めながら見る夢」で主演を務め、宮本亜門氏演出のミュージカル「ヴ
ェローナの二紳士」、ロックミュージカル「RENT」に出演する等、多方面
での活動で注目を集めている。

堂珍嘉邦さん

■AGC 旭硝子 Presents
Icy Glassy Christmas
（1F アトリウム）
［2016 年 11 月 24 日（木）〜12 月 25 日（日）］
AGC 旭硝子の透明ガラススクリーン「Glascene®」を使ったオリジナ
ルの映像プログラム「AGC 旭硝子 Presents Icy Glassy Christmas 」
を上映します。
＜ＫＩＴＴＥ ホワイトツリー ライトアッププログラム および
AGC 旭硝子 Presents Icy Glassy Christmas 開催時間＞
月〜土／17:10 から 22:40、日･祝 ／17:10 から 21:40
（各時 30 分おきに各回合わせて約 6 分間実施）

AGC 旭硝子 Presents
Icy Glassy Christmas
イメージ

※「AGC 旭硝子 Presents
Icy Glassy Christmas 」（約 3 分間）を上映した後に、続けてライトアップ
プログラム（約 3 分間）を上映します。
※ライトアッププログラムについては、17:10 の回〜は「Precious Ver.」、17:40 の回〜は「堂珍嘉邦さん
Ver.」を上映し、以降の時間帯も同様に交互に上映します。
※開催時間は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ＫＩＴＴＥ クリスマスライブ
（1F アトリウム）
［2016 年 12 月 24 日（土）・25 日（日） 各日 16:15〜16:40、18:15〜18:40］
クリスマスの雰囲気を盛り上げるスペシャルライブをツリーの前で実施します。

■WHITE BREATH THEATER （1F アトリウム）
［2016 年 11 月 25 日（金）〜12 月 25 日（日）
月〜金／13:00〜20:00、土・日・祝／11:00〜18:00］
参加者が息を吹きかけると、その息に反応して映像が浮かび上がる、
幻想的な体験をお楽しみいただけます。参加無料です。
WHITE BREATH THEATER イメージ
■ＫＩＴＴＥのイルミネーション （ＫＩＴＴＥ外構部）
［2016 年 11 月 10 日（木）〜2017 年 2 月 19 日（日）予定］
今年も昨年に引き続き、丸の内イルミネーションをＫＩＴＴＥ前でも展開します。JR 東京駅丸の内
駅舎側の外構部の植栽が シャンパンゴールド の LED 約 52,200 球で光り輝きます。
点灯時間 ： 17:30〜23:00（予定） ※12 月 1 日（木）〜28 日（水）は 24:00 まで点灯予定
カラー
： シャンパンゴールド（LED）
電球数
： 約 52,200 球
（参考）丸の内イルミネーションの詳細： http://www.marunouchi.com/event/detail/2653

≪その他イベント≫
期間中、さまざまなイベントを実施します。詳細は順次特設 WEB ページにてお知らせします。
■MUFG Gives Back 2016 （1F アトリウム）
［2016 年 11 月 28 日（月） 11:00〜20:00］
主催：株式会社三菱東京 UFJ 銀行/株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（MUFG）
MUFG は、毎年 11 月を CSR 強化月間と定め、世界中で、
「MUFG Gives Back」
という社会貢献活動を行っています。東京では 11 月 28 日（月）にＫＩＴＴ
Ｅの 1F アトリウムで、各協力団体による各種フェアトレード商品等の販売
やワークショップを開催。また、特別ゲスト『劇団四季』によるクリスマス
ソングのお披露目を予定しています。
■Hoooked Zpagetti イベント＆ワークショップ （1F アトリウム）
［2016 年 11 月 29 日（火） 11:30〜13:00、14:30〜16:00（予定）］
主催：ディー・エム・シー株式会社
オランダ Hoooked 社の代表ヘイシュ・モシースさんと、世界中にファンを
持つフィンランド出身ニットデザイナーのモラ・ミルスさんが来日。今話題
のファッションファブリックから生まれたエコ編み糸「Zpagetti（ズパゲッ
ティ）」を使用し、このクリスマスシーズンにぴったりな編み物ワークショ
ップを開催します。
■ヨーロッパのクリスマス絵葉書展 （4F 旧東京中央郵便局長室）
［2016 年 11 月 21 日（月）〜12 月 25 日（日）
各日 11:00〜21:00（日・祝は〜20:00）
］
主催：日本絵葉書会 関東支部
日本絵葉書会は、国内外の絵葉書の収集家・愛好家が集う国内唯一の団体
です。今年は、1890 年代の末ごろから 1920 年ごろまでに作られた、ヨーロ
ッパの美しいクリスマス絵葉書（拡大版レプリカ）の展示を行います。一世
紀前のサンタクロースや子ども達の愛らしい姿をお楽しみください。

昨年開催時の様子

「Zpagetti」イメージ

ポストカードイメージ

■ＷＨＩＴＥ ＫＩＴＴＥ スクラッチキャンペーン
［2016 年 11 月 24 日（木）〜11 月 30 日（水）］
期間中、お得なスクラッチキャンペーンを実施します。ＫＩＴＴＥ内の同一店舗でお買い上げ
3,000 円（税込み）ごとに、1,000 円のお買物食事券が当たるスクラッチカードを 1 枚進呈。お買物
食事券はＫＩＴＴＥ内全店舗で 12 月 31 日（土）までご利用いただけます。
※キャンペーン対象外店舗：Tokyo City i CAFE（B1）、ＪＰローソン（B1）
、東京中央郵便局（1F）
、
インターメディアテク内 IMT ブティック（3F）

別紙 2
ＫＩＴＴＥ おすすめ商品情報
ＫＩＴＴＥ内各店舗では、クリスマスにちなんだディナーやギフトアイテム、おみやげにもぴったりなスウィーツなど、
数々のＫＩＴＴＥ限定商品や限定メニューをご用意しております。
※ 販売・提供期間の明記が無い商品の取扱い期間は 11 月 18 日~となります。在庫状況は店舗によって異なります。※ 価格はすべて税込価格です。
※前菜などの内容は日によって異なる場合がございます。

クリスマスグルメ
クリスマスを魅力的に演出する「ＫＩＴＴＥ限定グルメ」をご用意いたしました。
ダ・ボッチャーノのクリスマスディナーコース／7,560 円

クリスマスプレート／2,700 円

日本橋 千疋屋総本店フルーツパーラー／1F
チョコ生クリームのブッシュ・ド・ノエルや、シュー生地を色とり
どりの果物で飾ったリースがクリスマス度満点の限定プレート。
両サイドには、生クリームを髭に見立てたイチゴのサンタも。
※販売期間 12/1（木）~ ※1 日限定 20 食 ※ドリンク付

クリスマス限定ディナーコース／8,000 円

MAINLAND CHINA 丸の内テラス 過門香／6F
過門香名物のフカヒレ入りパパイヤスープも入ったクリスマス
スペシャルディナーコース。東京駅の見える窓側の席で食べる
ディナーは最高の雰囲気です。ご予約はお早めに。
※販売期間 12/23（金・祝）~25（日） ※1日限定 20 食
※ディナー限定、全 7 品

ピッツェリア エ トラットリア ダ・ボッチャーノ／5F
地元愛媛の食材をたっぷり使った瀬戸内イタリアンと、イタリアで
認められた世界一のピザが味わえるクリスマス限定ディナー
コース。イタリアのリストレンテをイメージした少し高級感のある
店内でゆっくりお楽しみください。※販売期間12/23（金・祝）~25（日）
※ディナー限定、ファーストドリンク付、全 5 品

クリスマス限定しゃぶしゃぶコース／8,640 円

金華豚料理 平田牧場 極／6F
柔らかく甘みのある極上純粋金華豚を使用した限定しゃぶしゃぶ
コースが登場。スペアリブなどが楽しめる贅沢なコース。口いっ
ぱいに広がる極上のひと時をお過ごしください。
※販売期間 12/1（木）~25（日）※数量限定
※ディナー限定、ファーストドリンク付、全 5 品

クリスマスギフト（スウィーツ）
パーティーシーンやプチギフトにもぴったりな、スウィーツが勢揃い。
クリスマススイーツ／1,598 円

資生堂パーラー／B1
エメラルドグリーンに映える柊（ひいらぎ）のリースをあしらった、
クリスマス限定缶。ストロベリー、スペキュロス、ミルクの
クランチチョコレートをお楽しみください。※なくなり次第終了

クリスマス／216 円（1 袋）
、1,188 円（5 袋入）

桂新堂／1F
サンタが夜空をソリで駆け抜け、プレゼントを配るシーンをデザ
インしたクリスマス限定のセットです。5 袋入は煙突やドアが
開く新しい家型のパッケージ入りです。※なくなり次第終了

見つけてサンタ／1,080 円

ムーミンビスケットボトル／1,512 円

BURDIGALA STAND／1F
トナカイや星、ツリー型のクッキーと 2 種類のフィナンシェが入った
クリスマス限定缶。缶に描かれたイラストはクリスマスムード満点。
どこかにサンタが隠れているので、探してみて。

マルノウチリーディングスタイル／4F
ムーミンのイラストが描かれたボトルに、ムーミンのキャラ
クターを模ったビスケットがぎっしり。フィンランド産の こけ
もも が使われているから、ほんのり甘酸っぱくてくせになる味。

クリスマスギフト（ファッション・雑貨）
友人や大切な人へのプレゼントに、選ぶのが楽しいラインアップ。
gift of uka mellow & beauty talk／4,320 円
クリスマスビッグツリー柄靴下／1,188 円

Tabio／3F
大きなツリーを足首にあしらったクリスマス限定商品です。
カラーは 6 色とバリエーション豊かなので、友人や家族、
それぞれが喜ぶ色を考えるのも楽しい。

一目ゴム編みのニットキャップキット
マーブルカラー／3,996 円 シングルカラー／3,780 円

MOORIT／4F
編み物ビギナーでも作りやすい、ニットキャップキット。クリス
マスの贈り物に最適です。折り返し有りとポンポン付きの 2 つの
デザインからお選びいただけます。
※写真はマーブルカラー

セット内容：ウカリップ&ネイルバーム（mellow talk）、
ウカフェハーバルティー（BEAUTY）5 包

uka／3F
「おいしいコスメ」としてこの秋新発売のウカリップ&ネイルバーム
と、ukafe オリジナルハーバルティーをセットにした、おいしくて
きれいになれる限定コフレ。
※販売期間 11/25（金）~ ※なくなり次第終了

Twinkle tree／1,728 円

nugoo 拭う鎌倉／4F
雪の結晶やオーナメントでデザインされたクリスマスツリー柄の
手ぬぐいが登場。華やかな柄の手ぬぐいは、プチギフトとしても
もちろん、ラッピングとして使っても喜ばれそう。

新規店舗開店のお知らせ 「石見銀山 群言堂」
島根県・石見銀山に本拠地を置くライフスタイルブランド 群言堂 がＫＩＴＴＥの
2F にオープンします。国産の良質な素材にこだわった群言堂の洋服「登美」「根々」
「Gungendo Laboratory」3 ブランド全てを展開するほか、山陰の雑貨や食材を中心に
地域色を前面に出したお店です。11 月下旬オープン予定。
※ 本プレスリリースの内容は 2016 年 11 月 2 日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。

