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株式会社 横浜赤レンガ

＜点灯式・オープニングセレモニーのご案内＞
クリスマスソングの合唱後、ツリー＆イルミネーションルーフが一斉に点灯！
仕掛け花火の演出でイベントの幕開けをお祝い

Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫
点灯式・オープニングセレモニー 2018 年 11 月 23 日(金・祝) （報道受付 16:30～）

＜メインビジュアル＞

＜過去開催時の点灯式仕掛け花火の様子＞
FILM HOUSE AMANO STUDIO©

横浜赤レンガ倉庫では、11 月 23 日(金・祝)から 12 月 25 日(火)までの計 33 日間、『クリスマスマーケット in 横浜赤レンガ
倉庫』を横浜赤レンガ倉庫イベント広場で開催します。開催初日の 11 月 23 日(金・祝) 17:00 より、会場が光の世界に包ま
れる点灯式・オープニングセレモニーを行います。
点灯式・オープニングセレモニーでは、フェリス女学院の声楽アンサンブルグループ「フェリス・フラウエンコーア」による美しい歌声のクリ
スマス ソングを披露いただいた後、イベントのシンボルである高さ約 10ｍの巨大ツリーと、まるで光のトンネルのようにツリーまで
の道を彩るイルミネーションルーフが一斉に点灯。会場が光の世界に包まれます。セレモニーのフィナーレには、仕掛け花火が夜空
に打ち上がり、クリスマスシーズンの幕開けを演出します。
今年のクリスマスマーケットは、ドイツの古都“アーヘン”のクリスマスマーケットをモチーフに世界感を表現。アーヘンのクリスマス
マーケットはドイツで初めて世界遺産に登録された歴史的建造物の“アーヘン大聖堂”がある石畳の旧市街地を舞台に開催されます。
ご当地スイーツのスパイス入りのクッキー「アーヘナープリンテン」をモチーフにした巨大ジンジャーブレッドマン型のプリンテン人形がお出迎
えしてくれるのが同マーケットの名物です。本イベントでも、現地で制作されたアーヘンのクリスマスマーケットと同じ型の高さ 3m の
ドイツ製プリンテン人形を会場エントランスに 2 体設置し、本場の雰囲気を創出します。
会期中はヒュッテ（木の小屋）で、寒い身体を温めてくれる「リンゼンアイントップ」や「シチューパングラーシュ」などドイツの郷土
料理を展開。ドイツのクリスマスの定番である「グリューワイン」を複数の店でご用意し、本場のように飲み比べが楽しめます。グリュー
ワインと同じく定番である「シュトレン」も複数店舗で販売。フードやドリンクからもドイツのクリスマスの文化を感じていただけます。
また、ミシュランの一つ星を獲得している代官山「PACHON」のオーナーシェフ、アンドレ・パッション氏プロデュースによるクリス
マスケーキを今年初めて販売します。他にも、サンタクロースが登場しプレゼント配布や記念撮影などを行うグリーティング企画や、
クリスマス音楽の生演奏などでクリスマスムードを盛り上げる催しを実施します。
｢いつ来ても変わらない、けれども、いつ来ても新しい｣をコンセプトに掲げる横浜赤レンガ倉庫では、本場・ドイツの雰囲気を楽しめ
るクリスマスマーケットの開催を通して、お客様に温かな冬の思い出を刻んでいただけるよう盛り上げてまいります。
＜本件に関する一般の方のお問い合わせ先＞

横浜赤レンガ倉庫 2 号館 電話 045-227-2002(代)

Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫 イベント概要
■期
■時

間：11 月 23 日(金・祝)～12 月 25 日(火) 計 33 日間(荒天の場合、休業することがあります)
間：11 月 23 日(金・祝) 15:00～21:00※物販ブースは 17:30～ ライトアップ 17:30～21:00 ※ツリーのみ 23:00 まで
11 月 24 日(土)～12 月 14 日(金) 11:00～21:00 ライトアップ 16:00～21:00 ※ツリーのみ 23:00 まで
12 月 15 日(土)～12 月 25 日(火) 11:00～22:00 ライトアップ 16:00～22:00 ※ツリーのみ 23:00 まで
※ラストオーダーは営業終了時間の 30 分前 ※物販ブースの営業時間は 11:00～21:00

■場
所：横浜赤レンガ倉庫イベント広場(〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港 1-1)
■入 場 料：無料(飲食・物販代は別途)
■主
催：横浜赤レンガ倉庫(株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団)
■後
援：ドイツ連邦共和国大使館、ドイツ観光局、株式会社 NRW ジャパン（NRW 州経済振興公社）、
横浜市文化観光局
■協
賛：株式会社ポジティブドリームパーソンズ（サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター）、株式会社野毛印刷社
■特設サイト：https://www.yokohama-akarenga.jp/christmas/

点灯式・オープニングセレモニー概要
■日
■場
■内

時：11 月 23 日(金・祝) 17:00～17:30 (報道受付 16:30～)
※小雨決行、荒天中止 小雨の場合、一部セレモニー内容に変更がございます
所：横浜赤レンガ倉庫イベント広場（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港 1-1）
容：・主催者のご挨拶 (株式会社横浜赤レンガ 代表取締役社長 五十嵐 光晴)
・点灯パフォーマンス
フェリス女学院の声楽アンサンブルグループ「フェリス・フラウエンコーア」15 名がクリスマスソングを披露後、高さ約
10m のメインツリーとツリーまでの道を彩るイルミネーションルーフが一斉に点灯。最後に仕掛け花火の演出を実施
します。

＜フェリス女学院の声楽アンサンブルグループ「フェリス・フラウエンコーア」 プロフィール＞
フェリス女学院大学音楽学部演奏学科・同大学院研究科の声楽専攻の学生および卒業生の成績
優秀者による声楽アンサンブル。童謡、唱歌、宗教曲、オペラ、日本歌曲、ポップスなど幅広いジャンル
のレパートリーをもつ。BS-TBS「日本名曲アルバム」にレギュラー出演している他、横浜を拠点に各地
のコンサートに出演、好評を得ている。国外でも、「東アジア文化都市2014」にて光州(韓国)、泉州
(中国)より招聘され、横浜市の代表としてのドイツの女声合唱団「カントスノブス」との合同演奏をウル
ム(ドイツ)にて行うなど、“横浜のミューズ”として積極的に演奏活動をしている。
＜フェリス女学院の声楽アンサンブルグループ「フェリス・フラウエンコーア」>

Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫の見どころ
ドイツ・アーヘンのクリスマスマーケットは、ご当地スイーツのスパイス入りクッキー「アーヘナープリンテン」をモチーフにした、巨大ジンジャー
ブレッドマン型のプリンテン人形が名物。本場の世界感を創出するために、アーヘンのクリスマスマーケットと同様に、現地で制作された
同じ型の高さ 3ｍのプリンテン人形を 2 体エントランスに設置。昨年好評をいただいたイルミネーションルーフを今年も展開します。
＜会場イメージ＞

＜アーヘンのクリスマスマーケットの様子＞

＜昨年のツリーの様子＞

＜ “巨大ジンジャーブレッドマン型プリンテン人形”＞

＜昨年のイルミネーションルーフの様子＞

＜アーヘンのご当地スイーツ“アーヘナープリンテン”＞

＜昨年のヒュッテの上の人形装飾＞
※画像はイメージです。
※内容は変更になる可能性がございます。

＜フード・ドリンク＞

リンゼンアイントップ
シチューパングラーシュ
\800 (税込)
\1,200 (税込)
ドイツで親しまれるレンズの形をしたレンズ 器型パンにグラーシュを入れました。
豆のホクホク食感とソーセージの肉汁溢れ 器ごと食べられるイベントスペシャルメニュー！
数量限定です。
る、アーヘンのあるノルトライン＝ヴェストファ
ーレン州伝統の名物スープです。

ブッシュドノエル M/L
\2,800/¥5,800 (税込)
ミシュランガイドにも掲載される名店が、
イベントの為に作りあげた薪をイメージし
たクリスマスケーキです。（予約可能）

7 種スパイスをじっくり煮込んだ手作り
グリューワイン
\700 (税込)
豊かな香りが特徴の 7 種スパイスをじっく
り煮込んだ手作りグリューワイン。クセにな
る味わいです。

＜イベントオリジナルグッズ＞

オリジナルブーツマグカップ
\600 (税込)
かわいらしいデザインが特徴の会場
限定オリジナルマグカップ。クリスマス
マーケットの思い出をお持ち帰りいた
だけます。

アーヘナープリンテン
\700 (税込)～
ドイツより限定入荷！ドイツ西部アー
ヘンの幻想的なクリスマスを象徴する
菓子。お土産にもおすすめです。

ドイツ産ハニーレモンジンジャー
グリューワイン
\600 (税込)
蜂蜜の上品な甘味とレモンの酸味、ジン
ジャーで芯まで温まる名物フルーツホットワ
インです。

本場ドイツ・ドレスデンのシュトレン
（スライス）
\500 (税込)
元祖シュトレン！数量限定で本物の
味を提供します。

フェルティンス ピルスナー
\800 (税込)
アーヘンのあるノルトライン＝ヴェス
トファーレン州のフェルティンス醸造
所で製造されたビール。ドイツが世
界に誇る名門醸造所です。

＜クリスマスグッズ＞

マシュマロ
\600 (税込)
クリスマスの絵柄がプリントされた、
おいしくてかわいい、マシュマロです。

スパイスリース
\900～¥12,000（税込）
スパイスを使った飾りはシナモンや
クローブやスターアニスなどの自然
の心地よい香りも楽しんでいただけ
ます。

クリスマスカード
\500～¥600（税込）
プレミアムクオリティーの珍しいドイツのクリスマス
カード。５～８枚の異なるデザインのポストカー
ドが１組になっています。

クリスマス気分を盛り上げる催しも実施
■赤レンガでサンタに会おう！
毎年好評のサンタと出会えるサンタクロースグリーティング。運良くサンタクロースに出会えたら、
プレゼントがもらえるかも。※プレゼントのお渡しは、小学生以下になります。
開 催 日 ：12 月 14 日（金）、12 月 18 日（火）、12 月 20 日（木）、12 月 21 日（金）
※時間は不定期
開催場所：横浜赤レンガ倉庫施設内各所

(イメージ写真)

■クリスマスソング演奏
ヨーロッパのクリスマスマーケット同様に、期間中、不定期での音楽演奏を実施。生演奏で
クリスマスムードを盛り上げます。
開催日時：11 月 25 日（日）、11 月 30 日（金）、12 月 4 日（火）、12 月 6 日（木）、
12 月 13 日（木）、12 月 17 日（月）各日 14:00～/17:00～（各回約 20 分演奏）
開催場所：イベント会場内

(イメージ写真)

■ワークショップ
リースやキャンドル作りなど、お子様から大人までどなたでも楽しめるクリスマス限定のワークショップを日替わりで実施。
開催日時：11 月 23 日（金・祝）～12 月 25 日（火）11:00～21:00
（ワークショップ内容は日によって異なります）
開催場所：イベント会場内ワークショップブース
※画像はイメージです。
※内容は変更になる可能性がございます。

(イメージ写真)

