報道関係各位

２０１７年１０月２３日

１１月１日（水）～１２月２５日（月） 東急グループとディズニーが贈るクリスマスプロモーション
２０１６年９月１４日

東急グループの「駅」「電車」「施設」街全体が夢のように楽しく！
TOKYU CHRISTMAS WONDERLAND 2017 - Disney DREAM MOMENTS
東急グループ

▲特別車両デザインの田園都市線と東急バス（淡島営業所車両）

©Disney

▲東急百貨店 本店 １Ｆのクリスマスツリー

※画像はイメージです

東急グループ（以下、当グループ）は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（以下、ディズニー）の協力の
もと、１１月１日（水）から１２月２５日（月）の期間中、クリスマスプロモーション 「TOKYU CHRISTMAS
WONDERLAND 2017 - Disney DREAM MOMENTS」（以下、本プロモーション）を、東急線沿線を中心とした
東急グループのさまざまな施設で実施します。
今年も東急線におけるディズニーキャラクター、スター・ウォーズのラッピング車両、東急バスにはラッピング
バスが登場します。昨年度、ご好評いただいたスタンプラリーは今回、駅だけでなく東急グループの施設も加え
てオリジナルスタンプを設置し、集めた数に応じて素敵なプレゼントがもらえます。
当グループ施設では、ディズニーキャラクターをモチーフにしたクリスマスツリーや装飾を展開し、夢のような
ひとときを演出します。特に今年は、本プロモーションを皮切りに今秋からディズニーが実施するミッキーマウス
プロモーション「これまでも、これからも、想像を超えて。」と連動し「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をモチーフ
としたものや、ディズニー話題の新作『アナと雪の女王／家族の思い出』（２０１８年３月１６日（金）劇場公開の
ディズニー/ピクサー最新作『リメンバー・ミー』と同時上映）をテーマにしたイルミネーション装飾も展開します。
また、１２月１５日（金）に全国公開となるシリーズ最新作『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』公開記念プロ
モーションを同時開催します。
「駅」、「電車」、「施設」と街全体での立体的なプロモーションを通じて、毎日の生活のさまざまなシーンで、ク
リスマスシーズンだけの夢のように楽しい時間をご提供します。
本プロモーションおよび、同時開催の『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』をテーマにしたプロモーションの詳
細は別紙のとおりです。
【クリスマスプロモーション一覧】
実施プロモーション
①ラッピング電車・バス

Disney DREAM MOMENTS
■電車：田園都市線 １編成
期間：２０１７年１１月上旬～１２月下旬
■バス：淡島営業所１台・虹が丘営業所１台
期間：２０１７年１１月上旬～１２月下旬

②駅発車メロディ

③スタンプラリー
④その他

『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』
■電車：東横線 １編成
期間：２０１７年１１月上旬～１２月下旬
■バス：瀬田営業所１台・高津営業所１台・
下馬営業所（空港連絡バス）１台
期間：２０１７年１１月上旬～２０１８年１月下旬
実施駅：東横線渋谷駅・自由が丘駅・武蔵小杉駅
期間：２０１７年１１月上旬～１２月下旬

実施駅：田園都市線二子玉川駅・青葉台駅
大井町線大井町駅
期間：２０１７年１１月上旬～１２月下旬
■実施期間
１ｓｔステージ：１１月１０日（金）～１２月３日（日） ／ ２ｎｄステージ：１２月４日（月）～１２月２５日（月）
・主要２０商業施設のクリスマスツリー・装飾
109MEN'S・rａｎＫｉｎｇ ｒａｎＱｕｅｅｎ（ランキンランキ
・限定仕様「トミカ」販売
ン）・１０９シネマズでイベント、グッズ販売

以
＜本件に関する報道関係者様からのお問合せ先＞
東急グループ クリスマスプロモーションＰＲ事務局（株式会社サニーサイドアップ内）
担当：山口、澤井、金田一、鈴木紅美子
ＴＥＬ： ０３－６８９４－３２００

ＦＡＸ： ０３－５４１３－３０５０ Ｅ－ｍａｉｌ： tokyuxmas2017@ssu.co.jp

上

【別紙１】

「TOKYU CHRISTMAS WONDERLAND 2017 - Disney DREAM MOMENTS」
①ラッピング電車・バス
■ラッピング電車

■東急バス 特別車両デザイン 全２種

運行場所：田園都市線 １編成

運行場所：淡島営業所（渋谷エリア）・虹が丘営業所（たまプラーザエリア）

期間：２０１７年１１月上旬～１２月下旬

期間：２０１７年１１月上旬～１２月下旬

※車内でも広告ジャックを行います

▲淡島営業所車両(上)・虹が丘営業所車両（下）

②発車メロディ実施駅
期間：２０１７年１１月上旬～１２月下旬（予定）
実施駅：田園都市線 二子玉川駅、青葉台駅 ／ 大井町線 大井町駅（予定）

③「東急グループをめぐって集めよう！ Disney DREAM MOMENTS ‐スタンプラリー」開催
東急線沿線の駅と主要商業施設などで、ディズニーの人気キャラクターを施したオリジナルスタンプを設置し、集めたスタンプ
数に応じてオリジナルクリアファイルやオリジナルハンカチをプレゼントします。キャンペーン期間は１ｓｔステージと２ｎｄステージで、
ステージ毎にスタンプの絵柄が変わり、ディズニーやピクサーのさまざまなキャラクターのスタンプを集めることができます。
■実施期間
１ｓｔステージ：１１月１０日（金）～１２月３日（日）
／ ２ｎｄステージ：１２月４日（月）～１２月２５日（月）
■楽しみ方
スタンプを５つでファイブスタンプ賞としてオリジナルクリアファイルをプレゼントします。また、１st ステージ、
２ｎｄステージ全てのスタンプを集めた方には、コンプリート賞としてオリジナルハンカチをプレゼントします。
さらに W チャンス賞として、コンプリート達成者の中から抽選でスペシャルアイテムが当たります。

④ディズニー ドリームモーメンツ 限定仕様「トミカ」販売
株式会社タカラトミーが、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とのライセンス契約のもと開発したトミカ「ディズニーモータース
ドリームスター ミッキーマウス ディズニー ドリームモーメンツ」の「カレイドスコープ（上）」「タキシード（下）」２種類を販売します。
・発売日：２０１７年１２月上旬（予定）
・販売価格（税別）：１台 １，０００円（予定）
※販売箇所については、１１月１日以降、公式ホームページでお知らせします。
■発売日に先駆け、東急グループ情報サイト「ＴＯＫＹＵ ＳＴＹＬＥ」にて、
２種セットでの先行予約販売を行います。（ http://www.tokyu.com/shopdetail/000000000965/）
・受付開始日時：２０１７年１１月１日（水）１５：００

・販売数量：５００セット

・販売価格：１セット２，０００円（税別）※別途、６００円（税込）の配送手数料がかかります。
※先行予約販売での購入は、おひとり様３セットまでとなります。商品のお届けは、１２月以降です。
©Disney
©DISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard
※画像はイメージです

⑤主要商業施設のクリスマスツリー・装飾
東急グループの主な商業施設では、ディズニー作品をテーマにしたこの冬限定クリスマスツリーや装飾で彩り、イルミネーション
輝く素敵な季節を演出します。

▲渋谷ヒカリエ／ＳｈｉｎＱｓ（シンクス）

▲東急百貨店 本店

▲二子玉川ライズ Ｓ.C.

▲たまプラーザテラス

施設名

テーマ

▲東急プラザ銀座

▲みなとみらい東急スクエア
／クイーンズスクエア横浜

ツリー設置期間

渋谷ヒカリエ／ＳｈｉｎＱｓ（シンクス）

ミッキーマウス＆ミニーマウス

１１月９日（木）～１２月２５日（月）

二子玉川ライズ Ｓ.C.

アナと雪の女王／家族の思い出*

１１月１０日（金）～１２月２５日（月）

東急プラザ銀座

アナと雪の女王

１１月１０日（金）～１２月２５日（月）

たまプラーザテラス

くまのプーさん

１１月３日（金・祝）～１２月２５日(月)

東急百貨店 本店・たまプラーザ店

ミッキーマウス＆フレンズ

１１月３日（金・祝）～１２月２５日(月)

東急百貨店 東横店・吉祥寺店・札幌店・
ながの東急百貨店

ミッキーマウス＆フレンズ

１１月２日（木）～１２月２５日(月)

町田東急ツインズ・日吉東急アベニュー

ミッキーマウス＆フレンズ

１１月２日（木）～１２月２５日(月)

青葉台東急スクエア

カーズ／クロスロード

１１月６日（月）～１２月２５日(月)

武蔵小杉東急スクエア

ディズニー ツムツム

１１月１１日（土）～１２月２５日(月)

みなとみらい東急スクエア／クイーンズスクエア横浜

ミッキーマウス＆フレンズ

１１月７日（火）～１２月２５日(月)

八王子東急スクエア・香林坊東急スクエア

Ｄｉｓｎｅｙ ＤＲＥＡＭ ＭＯＭＥＮＴＳ

１１月１７日（金）～１２月２５日(月)

静岡東急スクエア

Ｄｉｓｎｅｙ ＤＲＥＡＭ ＭＯＭＥＮＴＳ

１１月２３日（木・祝）～１２月２５日(月)

１０９ＭＡＣＨＩＤＡ

Ｄｉｓｎｅｙ ＤＲＥＡＭ ＭＯＭＥＮＴＳ

１１月１日（水）～１２月２５日(月)

東急ハンズ 渋谷店

Ｄｉｓｎｅｙ ＤＲＥＡＭ ＭＯＭＥＮＴＳ

１１月１日（水）～１２月２５日(月)

＊２０１８年３月１６日（金）公開ディズニー/ピクサー最新作『リメンバー・ミー」と同時上映

©Disney

©DISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard
※画像はイメージです

*TOKYU CHRISTMAS WONDERLAND 2017 - Disney DREAM MOMENTS
■名

称 ：「TOKYU CHRISTMAS WONDERLAND 2017 - Disney DREAM MOMENTS」
（読み： トウキュウ クリスマス ワンダーランド ニセンジュウナナ ディズニー ドリームモーメンツ）

■開催期間 ：２０１７年１１月１日（水）～１２月２５日（月） ※施設によって、実施期間は異なります。
■主 催 ・ 企 画 ：東急グループ
■協

力 ：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

■参加企業 （予定・順不同・１０月１９日現在）：
東京急行電鉄（株）、（株）東急百貨店、（株）ながの東急百貨店、
（株）東急モールズデベロップメント、（株）SHIBUYA109 エンタテイメント、東急不動産（株）、
東急不動産ＳＣマネジメント（株）、（株）東急ハンズ、（株）東急ストア、
（株）東急ステーションリテールサービス、(株）東急レクリエーション、東急バス（株）、
イッツ・コミュニケーションズ（株）
■内容（予定）： ①各対象施設におけるディズニー商品の販売
②ディズニーブランドをテーマにしたクリスマス装飾
③各対象施設や沿線を活用した各種イベント
■告知ＷＥＢサイトＵＲＬ：

http://dreammoments.jp/

■お客さまからのお問い合わせ先：
ディズニー ドリームモーメンツ キャンペーン事務局 （２０１７年９月７日（木） ～ ２０１８年１月２６日（金））
０３－６８６８－４４１７（※受付時間 １０：００～１７：００ （土日祝日・年末年始を除く））
■参考：ミッキーマウス プロモーション 「これまでも、これからも、想像を超えて。」のコンセプト
ミッキーマウスが、
スクリーンデビューしたのは、1928 年。

挑戦にワクワクして、
イタズラに目をかがやかせ、
失敗してもすぐに立ち上がって、胸を張って歩きだす。
そんな明るいミッキーの姿は、どんなときでも、
みんなを笑顔にしてくれた。

そして、これからも、
ミニーや、ドナルドと一緒に、ミッキーの冒険は、続く。
未来はきっと、楽しい発見にあふれていて、
ミッキーは好奇心のままに、前を向いて、進んでいく。

これまでも、これからも、想像を超えて。

©Disney

＜掲載にあたってのお願い＞
本リリースに記載の「TOKYU CHRISTMAS WONDERLAND 2017 - Disney DREAM MOMENTS」
関連の画像をご掲載いただく場合は、下記のコピークレジットをご記載ください。
©Disney

【別紙２】
話題の最新作『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』公開記念キャンペーン
１２月１５日（金）に全国公開となるシリーズ最新作『スター・ウォーズ／最後のジェ
ダイ』の公開記念キャンペーンを同時開催します。『スター・ウォーズ』作品の共通テ
ーマは、「家族の物語」です。クリスマスシーズンの東急グループの駅や施設が、シ
リーズ最新作の世界観で彩られる特別な体験をお楽しみください。

▲本プロモーションポスターデザイン

①ラッピング電車・バス
■ラッピング電車

■東急バス 特別車両デザイン 全３種

運行場所：東横線 １編成

運行場所：瀬田営業所（二子玉川エリア）、高津営業所（二子玉川エリア）、

期間：２０１７年１１月上旬～１２月下旬
※車内でも広告ジャックを行います

下馬営業所（空港連絡バス）
期間：２０１７年１１月上旬～２０１８年１月下旬

▲ラッピング電車デザイン

▲瀬田営業所車両（上左）、高津営業所車両（上右）
下馬営業所車両（下）

②発車メロディ実施駅
期間：２０１７年１１月上旬～１２月下旬（予定）
実施駅：東横線 渋谷駅、自由が丘駅、武蔵小杉駅（予定）

③「東急グループをめぐって集めよう！
『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』公開記念 ＳＴＡＲ ＷＡＲＳスタンプラリー」開催
東横線沿線の主要駅と主要商業施設などで、『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』の人気キャラクター達を施したオリジナル
スタンプを設置し、集めたスタンプ数に応じてオリジナルクリアファイルやオリジナルポスターをプレゼントします。キャンペーン期
間は１ｓｔステージと２ｎｄステージでステージ毎にスタンプの絵柄が変わり、レイやカイロ・レン、ＢＢ－８™、Ｒ２－Ｄ２™、Ｃ－３ＰＯ™
など、『スター・ウォーズ』作品に登場するさまざまなキャラクターを集めることができます。
■実施期間
１ｓｔステージ：１１月１０日（金）～１２月３日（日）
／ ２ｎｄステージ：１２月４日（月）～１２月２５日（月）
■楽しみ方
スタンプ設置ポイントは全９か所。１ｓｔステージと２ｓｔステージをそれぞれコンプリートするごとに、ステージコンプリート賞としてオ
リジナルクリアファイルをプレゼントします。また１ｓｔステージ、２ｓｔステージ全てのスタンプを集めた方にはフルコンプリート賞とし
て、オリジナルポスターをプレゼントします。さらにＷチャンス賞として、フルコンプリート達成者の中から抽選でスペシャルアイテ
ムが当たります。

④その他東急グループ施設でのキャンペーン展開
（１）109MEN'S
期間： ２０１７年１１月２３日（木）～１２月２５日（月）
特別イベントや、限定商品の展開など、様々なキャンペーンを実施。
さらに、１１月２３日（木）～１月１４日（日）の期間限定でホットトイズによる
ポップアップストアを OPEN し、関連グッズを販売します。
© 2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.
※画像はイメージです

（２）rａｎＫｉｎｇ ｒａｎＱｕｅｅｎ（ランキンランキン）
期間：１１月上旬～１２月下旬
『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』商品販売などを予定しています。
店舗名

場所

ＰｉｃｋＵｐランキン 渋谷ちかみち

東急・東京メトロ半蔵門線渋谷駅構内地下２Ｆコンコース ハチ公改札前

ランキンランキン 自由が丘店

東急東横線 自由が丘駅構内

ランキンランキン あざみ野店

東急田園都市線 あざみ野駅構内

（３）１０９シネマズ

期間：１１月１０日（金）～１２月２５日（月）
『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』の公開を記念して、「東急グループをめぐっ
て集めよう！『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』公開記念 ＳＴＡＲ ＷＡＲＳス
タンプラリー」のスタンプラリー帳を提示するとオリジナルグッズがもらえるほか、
期間限定で限定商品の販売を行います。
店舗名

場所

１０９シネマズ二子玉川

二子玉川ライズ・ショッピングセンター・テラスマーケット内

１０９シネマズ港北

港北ＴＯＫＹＵ Ｓ．Ｃ． ６Ｆ

１０９シネマズ川崎

ラゾーナ川崎プラザ ５Ｆ

ムービル

相鉄ムービル内

■『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』
全米興行収入ランキング歴代Ｎｏ．１、日本でも興行収入１１６億円の大
ヒットを記録した 『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（２０１５年)。この
歴史に名を刻む作品の、その後を描いたシリーズ最新作『スター・ウォー
ズ／最後のジェダイ』がついに公開！フォースを覚醒させたレイと、ダー
ス・ベイダーを継ごうとするカイロ・レン。伝説のジェダイ、ルーク・スカイ
ウォーカーの出現は何をもたらすのか？そして、“光”と“闇”の間で揺れ
動く二人を待ち受ける“衝撃の運命”とは？知られざる秘密が明かされる
とき、誰も観たことのない衝撃の「スター・ウォーズ」が幕を開ける！

▲『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』 ポスター
© 2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

＜掲載にあたってのお願い＞
本リリースに記載の『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』公開記念キャンペーン
関連の画像をご掲載いただく場合は、下記のコピークレジットをご記載ください。

© 2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

