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<「Caretta Illumination 2017 ～真実の愛の物語～」がいよいよ点灯！>
『美女と野獣』のオリジナルデジタルフォトスポットや、素敵なグッズがあたる instagram 投稿キャンペーン

カレッタ汐留全体で『美女と野獣』の世界観を堪能できる企画を開催
カレッタ汐留では、2017年No.1ヒット作品で現在MovieNEX絶賛発売中のディズニー映画『美女と野獣』の世界観をイ
メージしたイルミネーション「Caretta Illumination 2017 ～真実の愛の物語～」を2017年11月16日（木）～
2018年2月14日（水）の期間に開催いたします。カレッタ汐留ではイルミネーションだけでなく、点灯前から館内でも『美女
と野獣』の世界観が楽しめる“体験型パネル展示”や“衣装展示”などスペシャルスポットを多数展示しております。 今回新た
に『美女と野獣』のフレームで写真撮影が出来るデジタルフォトスポットや、『美女と野獣』オリジナルグッズが当たる
Instagram投稿キャンペーンなど、カレッタ汐留全体で『美女と野獣』の世界観を堪能できる企画を開催いたします。

【新企画①】 『美女と野獣』フレーム デジタルフォトスポット
『美女と野獣』のオリジナルフレームで写真撮影ができるデジタルフォトスポットが本日より登場。スタンプやペンで写真を可愛く
デコレーションしたり、『美女と野獣』オリジナルフォトプロップスやジャイアントローズを使って、とびきりの 1 枚を撮影していただけ
ます。画像はダウンロードして保存できるので、思い出の 1 枚に。
<使い方>
1.デジタルフォトスポットの画面の前に立つ
2.画面に表示されたカメラボタンを押す
3.フレームを選んだら、カメラボタンを押して撮影
4.好きなスタンプを選んで、写真を飾る
5.表示される QR コードをスマートフォンで読み込んで、画像を保存
■場所：カレッタ汐留 1F
■展示期間：2017 年 11 月 16 日（木）～2018 年 2 月 14 日（水）

■協力：株式会社エンタメバンク
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【新企画②】『#カレッタイルミ 2017』を付けて投稿すると素敵なプレゼントが当たる
カレッタイルミネーション Instagram 投稿キャンペーン
ハッシュタグ『#カレッタイルミ 2017』を付けて、カレッタイルミネーションや館内スペシャルスポットの写真を Instagram に投稿し
ていただくと、投稿して頂いた方の中から、優秀作品の投稿者、計 50 名様に、ディズニー映画『美女と野獣』オリジナルグ
ッズや、カレッタギフト券(2,000 円分)をプレゼントします。
■豪華プレゼント賞品 ディズニー映画『美女と野獣』オリジナルグッズ

オリジナルトートバッグ

オリジナルキーチェーン

オリジナルミラー

オリジナルブックマーク
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■キャンペーン期間
2017 年 10 月 20 日(金)~2018 年 2 月 14 日(水)
・第 1 回:2017 年 10 月 20 日(金)~12 月 31 日(日)
・第 2 回:2018 年 1 月 1 日(祝)~2 月 14 日(水)
※1 月 1 日、2 日イルミネーションイベントはお休み
キャンペーンページ http://www.caretta.jp/Illumination/instacp.html
※Instagram は米国およびその他の国における Instagram, LLC の商標です。

【イルミネーション点灯に先立ち、好評展示中の
ディズニー映画『美女と野獣』の世界観を楽しめる、館内スペシャルスポット】
B2F には、ディズニー映画『美女と野獣』の世界観をブルーやイエローの花々で表現したローズウォールを展示中。主人公、ベル
のドレスカラーである“ベルイエロー”の大きなバラがアクセントとなった、ここでしか撮影できないフォトジェニックスポットです。また
46F には、『美女と野獣』のストーリーをテーマにした“体験型”のパネルや、ディズニー映画『美女と野獣』日本語版ボイスキャス
トでベル役を演じた昆夏美さん、野獣役の山崎育三郎さんがイベントや TV 番組出演時に着用した衣装を展示しています。

ローズウォール

体験型パネル展示

スペシャル衣装展示
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※画像はすべてイメージです

「Caretta Illumination 2017 ～真実の愛の物語～」では、イルミネーションはもちろん、カレッタ汐留館内でもディズ
ニー映画『美女と野獣』の世界観をお楽しみいただける、思い出に残る特別なひとときをご提供いたします。

『美女と野獣』MovieNEX 好評発売中
信じること。愛すること。
ディズニー不朽の名作が完全実写化。
エマ・ワトソン主演で贈る、いつまでも永遠に語り継がれる真実の愛の物語。
壮大で、華麗な世界が、作品を彩る音楽と共に甦る―。
ディズニーの実写映画史上 No.1(世界興行収入）の大ヒット作、MovieNEX で登

©2017 Disney

場！
MovieNEX では、エマ・ワトソンほか、豪華実力派キャストの英語版と、ベル役の昆夏美、野獣役の山崎育三
郎ほか 11 名の豪華キャストによる日本語吹替版の両方がお楽しみいただけます。また、劇場公開時には無か
った表示される歌詞に合わせて一緒に歌えるシングアロング版（英語版／日本語版両方）本編や、メイキン
グなどの貴重な映像もたっぷりのボーナス・コンテンツも収録！

商号

カレッタ汐留

HP URL

http://www.caretta.jp/

所在地

〒105-7090 東京都港区東新橋 1 丁目 8-2

交通・電車

都営地下鉄大江戸線汐留駅より徒歩 1 分
新交通ゆりかもめ汐留駅より徒歩 2 分
都営浅草線新橋駅より徒歩 3 分
東京メトロ銀座線新橋駅より徒歩 5 分
JR 山手線新橋駅より徒歩 4 分

交通・車

首都高速汐留 IC より 5 分

駐車場情報

カレッタ汐留 地下駐車場情報（http://www.caretta.jp/access/）

TEL

03-6218-2100（代）

FAX

03-6218-2200

【Caretta Illumination 2017 ～真実の愛の物語～ 概要】

※画像はイメージです

■名

称： Caretta Illumination 2017 ～真実の愛の物語～

■開催期間： 2017 年 11 月 16 日(木)～2018 年 2 月 14 日(水)
※2018 年 1 月 1 日（月）・2 日(火)は全館休館の為、お休みいたします。
■点灯時間： 2017 年 11 月 16 日(木)～12 月 31 日(日)17：00～23：00
2018 年 1 月 3 日（水）～2 月 14 日(水)18：00～23：00
※点灯から 22 時まで 15 分ごとにイルミネーションショーを開催
※イベントや撮影などにより変更する場合がございます。
■会

場： カレッタ汐留 B2F カレッタプラザ

■球

数： LED 約 25 万球

■入場料金： 無料

■お客様からの問い合わせ先： カレッタ汐留 TEL: 03-6218-2100（代）
■協

力： ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

■特設ページ URL： http://www.caretta.jp/Illumination/

本件に関するお問い合わせ
カレッタ汐留 PR 事務局 （株式会社イニシャル内） 担当：松村・齊木・三木
TEL: 03-6821-5730 FAX:03-5572-6065 E-mail: caretta@vectorinc.co.jp
当日連絡先：080-6700-1595（松村携帯）

＜参考資料＞
カレッタ汐留ではイルミネーション観覧前後にお楽しみいただける、限定メニューや参加型イベントも展開いたし
ます。
【イルミネーション期間限定(一部除く)!“フォトジェニックなスペシャルメニュー＆グッズ”】
カレッタ汐留館内の 30 店舗では、思わず写真を撮りたくなるフォトジェニックなフード・ドリンク・グッズをご用意しました。イルミネ
(一部紹介)

ーションを観た後に、お食事やお買物をお楽しみいただけます。
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「黒豚のしゃぶ肉の合盛 2 種」

【参加型イベント『みんなでつくる！カレッタイルミ丸シールアート』】
現代美術作家の大村雪乃さんとコラボレーションして、和紙素材の丸シールで『Caretta Illumination 2017 ～真実の
愛の物語～』を表現する、期間限定の参加型イベントを実施。B1F に設置された、スペシャルボードに和紙素材の丸シール
を貼っていき、来場した皆様でイルミネーションアートを完成させます。
■場所：カレッタ汐留 B1F
■実施期間：2017 年 12 月上旬～予定 ※完成後、2018 年 2 月 14 日まで展示予定。
■協力：株式会社二トムズ
大村雪乃（おおむらゆきの）
1988 年中国、吉林省生まれ。東京在住。
2013 年多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業。
2012 年「Tokyo Midtown Award 2012」にてオーディエンス賞を受賞後、
テレビ番組『アーホ』やスッキリ！を始め、多数のメディアに取り上げられる。
2013 年に銀座三越で個展、2015 年グランハイアット系列のホテル アンダース
上海に作品を納品するなど、国内に留まらず海外での活動も精力的に行うほか、
木村カエラやメンズブランド SISE、平野啓一郎など多数の著名人とコラボレーシ
ョンし、あらゆる領域に拘らず活動を続けている。
本件に関するお問い合わせ
カレッタ汐留 PR 事務局 （株式会社イニシャル内） 担当：松村・齊木・三木
TEL: 03-6821-5730 FAX:03-5572-6065 E-mail: caretta@vectorinc.co.jp
当日連絡先：080-6700-1595（松村携帯）

