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2015 年 9 月 17 日
東急不動産 SC マネジメント株式会社

飛び立つ魔女
飛び立つ魔女や
魔女や変身するカボチャ
変身するカボチャが
カボチャが東京湾の夜景
東京湾の夜景を
の夜景を幻想的に演出

ハロウィンの
ハロウィンのイルミネーション登場
「お台場イルミネーション“YAKEI
お台場イルミネーション“YAKEI”ハロウィン
YAKEI”ハロウィン ver.」
ver.」

2015 年 10 月 1 日（木）～
（木）～31 日（土）毎日
（土）毎日 18 時点灯
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：土屋光夫）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」は、ハロウィンの世界観でお台場を彩る期間限定のイルミネーション「お台
場イルミネーション“YAKEI”ハロウィン ver.」を、10 月 1 日（木）から 31 日（土）まで実施します（点灯は毎日 18
時から）。
レインボーブリッジや東京タワーなど、東京湾の夜景を一望に見渡せる、都内随一のロケーションを誇る当
施設に、幻想的なハロウィンの世界が登場します。

■ハロウィンのキャラクターが動き出す「イリュージョンドーム」
大きさ 53 畳分の映像が映し出される「ILLUSION DOME（イリュージョンドーム）」は、ドーム内に投影された
映像に触れると、コウモリが飛び立ち、魔女が空を飛び、かぼちゃがお菓子に変身、ガイコツが手を振るなど、
さまざまなギミック（仕掛け）が楽しめます。映像内のイラストは、若手の絵本作家・イラストレーター yukiiro さ
ん（※1 ご参照）が、「いたずら好きなおばけたち」をモチーフに手がけました。
アジア初の屋外参加型プロジェクションシステム「イリュージョンドーム」は、2014 年 11 月の登場以来、多く
のご家族連れ、子供たちに人気を博しています。「芸術の秋」「秋の夜長」にふさわしく、子供たちがアートに気
軽に触れて楽しみ、創造力と夢をはぐくむイルミネーションです。

さまざまなギミックが楽しめる「ILLUSION DOME」イメージ
※1 絵本作家/イラストレーター yukiiro…東京都在住。2013 年第 14 回ピンポイントギャラリー絵本コンペ優秀賞を受賞。水彩を使用
した、魅力的な風景や景色、きらきらとした色使いの絵が特徴。展示会等で精力的に活動中。

■全長 200ｍ、
200ｍ、22
ｍ、22 万球のオレンジ色のイルミネーション
高さ約 20ｍ、幅 10ｍ、生木としては都内最大級の「台場メモリアルツリー」を中心にした全長約 200ｍに広が
る樹木イルミネーションの 22 万球の光も当期間中はオレンジ色に輝き、ハロウィンの雰囲気を盛り上げます。

場
期
時

「お台場イルミネーション“YAKEI
お台場イルミネーション“YAKEI”ハロウィン
YAKEI”ハロウィン ver.」
ver.」概要
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）
間： 2015 年 10 月 1 日（木）～10 月 31 日（土） ※予定
間： 18：00 ～24：00 ※変更される場合があります。

イベントのご案内
■「DECKS HAPPY HALLOWEEN（デックス
HALLOWEEN（デックス ハッピー ハロウィン）」開催
ハロウィン）」開催
10 月 1 日（木）から 31 日（土）まで、期間限定メニューや施設ごとの特典、抽選でお菓子がもらえるイベン
トなど、さまざまな催しが楽しめる「DECKS HAPPY HALLOWEEN（デックス ハッピー ハロウィン）」を開催し
ます。期間中は、yukiiro さんがデザインしたハロウィンモチーフの装飾が館内を彩ります。
期間:2015 年 10 月 1 日（木）～10 月 31 日（土）
内容:①「お台場イルミネーション“YAKEI”ハロウィン ver.」
②期間限定メニュー
③「Challenge Skateboards」
④仮装特典・店舗主催ハロウィンイベント
東京ジョイポリス、
レゴランド・ディスカバリー・センター東京、
yukiiro さんデザインのロゴ

マダム・タッソー東京、東京トリックアート迷宮館など

②「キャラメルパンプキン」「カボチャのプリン」
「キャラメルパンプキン」「カボチャのプリン」など
「カボチャのプリン」など 15 店舗で限定
店舗で限定メニュー
限定メニュー
キャラメルポップコーンにかぼちゃのフレーバーをコーティングした「ハロウィン限定 キャラメルパンプキ
ン」、創業当時から愛されているメニューをハロウィン仕様にデコレーションした「カボチャのプリン」、人気の
バターチキンカレーにかぼちゃが入った「かぼちゃ入りバターチキンカレーセット」などが登場します。

「ハロウィン限定 キャラメルパンプキン」
価格：未定 店舗名：ANGEROSSO

「カボチャのプリン」
価格：540 円（税込） 店舗名：マルーモ

「かぼちゃ入りバターチキンカレーセット」
（ナン、サラダ、ラッシー付）
価格：1,500 円（税込） 店舗名：カザーナ

③抽選でお菓子などが当たる、プロが教えるスケートボードスクール
10 月 11 日（日）には、当日申し込みでどなたでも参加できる
「Challenge

Skateboards」を開催します。

スクール参加者にはスケートボードグッズや、ハロウィンにち
なんだお菓子を抽選でプレゼントします。
プロのスケートボーダーによる迫力満点のスケートボードショ
ーも同日開催します。
デックス東京ビーチ 3F シーサイドデッキ

場

所：

期

間： 2015 年 10 月 11 日（日）

時

間： 13：00～14：00、16：00～17：00

協

力： ELEMENT

スケートボードショーの様子

④仮装で割引やプレゼント、フェイス
仮装で割引やプレゼント、フェイスペイン
フェイスペインティング
ペインティングなど
ティングなど各
など各店でハロウィンイベント開催
店でハロウィンイベント開催
施設名

内容
仮装で入場するお客様は入場料 300 円引き（入場券、パスポート、いずれも対象）
※何の仮装かを申告していただいたお客様対象。
◎期間：2015 年 10 月 2 日（金）～11 月 1 日（日）

東京ジョイポリス

仮装で入場する小学生以下のお子様は入場料 400 円引き（2,300 円→1,900 円（税込））

レゴランド・ディスカバリ
ー・センター東京

マダム・タッソー東京

東京トリックアート迷宮館

※全身仮装に限らずハロウィンにちなんだ帽子、カチューシャなどでも可
その他ハロウィンイベントも実施予定
◎期間：2015 年 10 月 1 日（木）～10 月 31 日（土）
仮装で入場するお客様は入場料 200 円引き（2,000 円→1,800 円（税込））
※全身仮装に限らずハロウィンにちなんだ帽子、カチューシャなどでも可
◎期間：2015 年 10 月 1 日（木）～10 月 31 日（土）
入場券を購入した希望者には、無料でフェイスペインティングをサービス
◎期間：2015 年 10 月 3 日（土）、4 日（日）、10 日（土）、11 日（日）、17 日（土）、18
日（日）、24 日（土）、25 日（日）、31 日（土）
仮装をしたお子様にオリジナルポストカードセット（3 枚）をプレゼント
◎期間：10 月 31 日(土)
※その他、各店舗でハロウィンイベントを開催予定です。

＜施設概要＞
施設名称
所在地
階数
店舗数
営業時間

デックス東京ビーチ （デックストウキョウビーチ）
〒135-0091 東京都港区台場 1-6-1
地上 7 階
100 店舗（2015 年 9 月 17 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
3F～5F
レストラン、カフェ、物販、東京トリックアート迷宮館
3F
東京ジョイポリス
3F
マダム・タッソー東京（入口）
3F
レゴランド・ディスカバリー・センター東京（入口）
5F
6F

施設代表 TEL
公式 HP
アクセス
電車

レストラン
レストラン
03-3599-6500
http://www.odaiba-decks.com/
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」から徒歩 5 分

お車

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

各店により異なる
11：00～21：00
10：00～22：00 （最終入場 21：15）
10：00～21：00 (最終入場 19：00)
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）
11：00～23：00
11：00～24：00

