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２０１８年１０月２４日
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

カップルもファミリーも楽しめる

『デックス東京ビーチ ２０１８冬』
「お台場イルミネーション“YAKEI”冬 Ver.」「シナモロールといっしょにクリスマス」ほか
１１月１日（木）より順次開催
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社（本社：東京都港区、社長：粟辻󠄀稔泰）が運営管理する東京・お台場の商業施設
「デックス東京ビーチ」（東京都港区台場１-６-１）は、「デックス東京ビーチ ２０１８冬」として、冬のシーズンに向けた４
施策を１１月１日（木）より順次開催します。
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冬のデックス東京ビーチは、カップルもファミリーもお楽しみ頂けるイベントをご用意し、クリスマスシーズンのお台場
を盛り上げます。
お台場の定番ともいえる通年点灯型イルミネーション「お台場イルミネーション“YAKEI”」が冬 Ver．に様変わり。
１１月１日（木）よりスタートします。
また、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションしたクリスマスイベント「シナモロールといっしょ
にクリスマス」を開催。シナモロールとのコラボメニューの提供に加え、約４.５ｍツリーとキャラクターとのフォトスポット
が登場する「シナモロールのクリスマス広場」を期間中展開。また、無料でキャラクターと触れ合える「シナモロール グ
リーティング」やシナモンのぬいぐるみがあたる抽選会など、多数開催します。
「クリスマス＆冬のおすすめメニュー」は、本施設の飲食店舗１９店舗が参加し、冬季限定メニューを提供します。
さらに、サンタクロースの衣装を着た動物と触れ合うことができる「クリスマス動物園」など、クリスマスシーズンに盛り
だくさんのイベントを開催します。

＜開催概要＞
１．お台場イルミネーション“YAKEI” 冬 Ver.
デックス東京ビーチの通年点灯型イルミネーション「お台場イルミネーション“YAKEI”」の冬 Ver．が１１月１日（木）よりスタート。
・期間 ： ２０１８年１１月１日（木）～１月３１日（木）

２．シナモロールといっしょにクリスマス
サンリオキャラクター大賞で２年連続１位の「シナモロール」とコラボレーションしたイベントを開催。
・期間 ： ２０１８年１１月１６日（金）～１２月２５日（火）

３． クリスマス＆冬のおすすめメニュー
クリスマスにはおいしい思い出もいっぱいに！この期間だけのスペシャルメニューもご用意。
・期間 ： ２０１８年１１月１６日（金）～１２月２５日（火）

４．クリスマス動物園
アルパカやヒツジ、うさぎなどモコモコ動物がサンタクロースの衣装を着てやってくる。
・期間 ： ２０１８年１２月１６日（日）、２２日（土）

＜イベント詳細＞

１．お台場イルミネーション“YAKEI” 冬 Ver．
デックス東京ビーチの通年点灯型イルミネーション「お台場
イルミネーション“YAKEI”」の冬 Ver．が１１月１日（木）よりスタート。
期間：２０１８年１１月１日（木）～１月３１日（木）
時間：１７：００～２４：００
場所：お台場海浜公園
デックス東京ビーチ３F シーサイドデッキ
お台場イルミネーション”YAKEI” 冬 Ver．
※画像はイメージです

２．シナモロールといっしょにクリスマス
□シナモロール コラボメニュー

かわいい！おいしい！シナモロールとのコラボレーションメニューが、シーサイドモール３F の東京恋テラス、
ANCHORS に期間限定で登場。
・期
間：２０１８年１１月１６日（金）～１２月２５日（火）
・時
間：①東京恋テラス
１１：００～２１：００（LO ２０：３０）
②ANCHORS
１１：００～２２：００（LO ２１：３０）
・メニュー（一部）
シナモロールのふわふわパンケーキ／１，５００円（税込）
３Ｆ 「ANCHORS」

シナモロール パフェ／1，１００円（税込）
３Ｆ 「東京恋テラス」

雪をイメージしたマスカルポーネクリームの上に、シナモロール
が寝そべった、かわいいふわふわパンケーキ。

ラムネ味とミルク味のアイスクリームに苺の酸味がたまらない
一品。

シナモロールのマシュマロラテ／９８０円（税込）
３Ｆ 「ANCHORS」

シナモロールのいちごサンデー／５００円（税込）
３Ｆ 「東京恋テラス」

ふわふわのホイップとマシュマロの上にシナモロールが乗って
いる、楽しくてかわいいカフェラテ。

３６０度どこから見てもかわいいシナモロールのいちご
サンデー。

※詳細はデックス東京ビーチ館内設置チラシ、及び館内フェア告知物をご覧ください。

□シナモロールのクリスマス広場
デックス広場に、クリスマスツリーが登場！シナモロールと記念撮影ができるフォトスポットもあります。
・期
間：２０１８年１１月１６日（金）～１２月２５日（火）
・場
所：シーサイドモール３Ｆ デックス広場

□シナモロール わごん
ふわふわモコモコのシナモロールのわごんが登場！！
わごんの前でかわい～い写真を撮ろう！
・期
間：２０１８年１１月２３日（金・祝）～２５日（日）
１２月１日（土）・２日（日）
・時
間：１１：００～１６：００
・場
所：アイランドモール１Ｆ マクドナルド前
シナモロール わごん
※画像はイメージです

□シナモロール グリーティング
シ ナ モ ロ ー ル が 登場す る 、 無料の グ リ ー テ ィ ン グ イ ベ ン ト を 開催。
じゃんけん大会ではプレゼントもご用意。先着で、シナモンといっしょに撮影
もできます。
・期
間：２０１８年１２月２３日（日）、２４日（月・祝）
・時
間：①１２：００～、②１４：００～、③１６：００～
・場
所：シーサイドモール３F デックス広場
※内容は予告なく変更する可能性があります
シナモロール グリーティング
※画像はイメージです

□スイートクリスマス抽選会
シナモンのぬいぐるみ等が当たる、ガラポンにチャレンジ！
・期
間：２０１８年１２月２３日（日）、２４日（月・祝）
・時
間：未定 ※決定次第デックス東京ビーチ HP にて公開
・場
所：シーサイドモール５Ｆ レストラン広場
・対
象：当施設内でお買い上げレシート２,０００円（税込／合算可）
ごとに１回参加（お一人様最大３回まで）
※レシートは当日のみ有効
※なくなり次第終了

景品イメージ

□サンリオカフェワゴン
クレープや焼きドーナツなど、サンリオの仲間たちのかわいすぎるメニューがいっぱい！
・期
・時
・場

間：２０１８年１２月１日（土）、２日（日）
間：１１：００～１９：００
所：アイランドモール１F マクドナルド前

シナモロールとは
「シナモロール」は、サンリオが２００１年に開発し、２００２年から商品発売を開始した、大きなお耳とクルクルしっぽがチャー
ムポイントの白い子犬の男の子のキャラクターです。 しっぽがシナモンロールに似ていることからシナモンの名前がつけられ
ました。

３．クリスマス＆冬のおすすめメニュー
クリスマスにはおいしい思い出もいっぱいに！この期間だけのスペシャルメニューもご用意。
・期
間：２０１８年１１月１６日（金）～１２月２５日（火）
・場
所：館内参加飲食店舗 １９店舗
・メニュー（一部）
BＥＥＦオムライス／１，３８０円（税込）

クリスマスコース（２人前）／５，０００円（税込）

６Ｆ「１１２９ ｂｙ Ｏｇａｗａ」

５Ｆ「カザーナ」

ふわとろっとした卵の中には牛ハラミ肉と３種のキノコが！
決め手は濃厚なデミグラスソースで！（数量限定）

タンドリーチキンをメインに、お好みでカレーやナンを選べるコ

チーズフォンデュ（パン、野菜付き）／２人前 １，６８０円（税込）
焼カキ／４７０円（税込）１Ｐ
５Ｆ「カフェグリル ビッグシェフ」

エメンタールチーズとグリエールチーズの２種類を使った本場

ース！
きよしこの寿司／２，１６０円（税込）
５Ｆ「築地玉寿司」

クリスマスカラーの桶ちらしをお楽しみください。

スイス伝統の味です。

※詳細はデックス東京ビーチ館内設置チラシ、及び館内フェア告知物をご覧ください。

４．クリスマス動物園
アルパカやヒツジ、うさぎなどモコモコ動物がサンタクロースの衣装を着て
やってくる。触ったり、抱っこしたりして一緒に遊ぼう！
・期
間：２０１８年１２月１６日（日）、２２日（土）
・時
間：１２：００～１７：００
・場
所：３F センターデッキ
※動物は体調により変更となる場合があります
※荒天中止

うさぎ・アルパカ
※画像はイメージです
第一種動物取扱業標識
名称ドギーエンタープライズ／事業所ドギーエンタープライズ／栃木県小山市稲葉郷 64-1／展示／栃木県動愛セ 10 展第 002 号／登録日
平成 27 年 4 月 28 日／有効期限 平成 32 年 4 月 27 日／取扱責任者 菅野勉

＜施設概要＞
施 設 名 称

デックス東京ビーチ （デックストウキョウビーチ）

所 在 地
店 舗 数
営 業 時 間

〒１３５－００９１東京都港区台場１－６－１
９２店舗（２０１８年１０月２４日現在）
路面店舗
レストラン、カフェ、物販、サービス、その他ショップ 各店により異なる
３Ｆ～５Ｆ
レストラン、カフェ、物販、東京トリックアート迷宮館 １１：００～２１：００
１０：００～２２：００
３Ｆ
東京ジョイポリス
（最終入場２１：１５）
３Ｆ
マダム・タッソー東京（入口）
平日 １１：００～２０：００
（最終入場１９：００）
土日祝 １０：００～２０：００
（最終入場１９：００）
３Ｆ
レゴランド・ディスカバリー・センター東京（入口）
平日 １０：００～２０：００
（最終入場１８：００）
土日祝 １０：００～２１：００
（最終入場１９：００）
５Ｆ
レストラン
１１：００～２３：００
６Ｆ
レストラン
１１：００～２４：００
０３－３５９９－６５００
https://www.odaiba-decks.com/
電車
ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅から徒歩２分
りんかい線「東京テレポート」駅から徒歩５分
車
首都高速１１号台場線「台場ランプ」から約３分
首都高速湾岸線「有明/臨海副都心ランプ」から約４分

施設代表ＴＥＬ
公 式 Ｈ Ｐ
ア ク セ ス

読者・視聴者からのお問合せ先 Ｔｅｌ：０３－３５９９－６５００ （受付時間１１：００～２１：００）

