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クリスマスマーケット in 横浜赤レンガ倉庫
11 月 29 日（土
日（土）～12
）～12 月 25 日（木） 計 2７日間 開催決定
今年開館 12 年を迎えた横浜赤レンガ倉庫では、11 月 2９日（土）から 12 月 25 日(木)までの
計 27 日間「クリスマスマーケット in 横浜赤レンガ倉庫」を赤レンガ倉庫イベント広場で開催します。
本場ドイツのクリスマスマーケットをイメージした本イベントは、今回で 5 回目を迎え、昨年は６０
万人以上が来場しました。イルミネーションで飾られたモミの木の並木道を抜けると広がるクリスマス
マーケットには、賑やかな装飾を施した 15 台の“ヒュッテ（木の屋台）”と“クリスマスツリー”が
お迎えします。クリスマスツリーは高さ 10ｍのモミの木に、温かみのある LED 電球を使用。
クラシックなイルミネーションがマーケットを優しく照らします。
各ヒュッテではクリスマスならではのメニューや温かいドリンクを豊富にご用意。ドイツのラザニア
「マウルタッシェン」やドイツの伝統菓子の「自家製バウムクーヘン」が初登場。「自家製バウム
クーヘン」は専用オーブンで焼き上げ、出来立てをご提供します。定番の「グリューワイン」やドイツ
ケーキ「シュトーレン」、「ドイツソーセージ」の他、温かいスープやスイーツなどフードメニューを
これまで以上に充実させました。また、ツリーを飾るオーナメントやクリスマス雑貨など、クリスマス
気分を盛り上げるアイテムも取り揃えます。
赤レンガ倉庫館内での特別なクリスマス体験
2 号館 2 階バルコニーに、ライトアップしたクリスマスツリーとベンチを設置する「プライベート
バルコニー」を初開催。ベンチの中に１つだけある「ふたりじめベンチ」はクリスマス限定のフォト
スポットとして思い出作りにも。みなとみらいの夜景を眺めながらベンチに座るだけでクリスマス気分
が一層高まります。また、昨年に引き続き「サンタのフォトスポット」や「クリスマスリース体験教室」
を開催。運がよければ部屋でくつろぐサンタクロースとの記念撮影や館内を散歩するサンタクロース
からプレゼントがもらえるなど、クリスマスならではのワクワク感をご提供します。
横浜港に広がる
横浜港に広がる冬の
広がる冬の花火
冬の花火「おしゃれ
花火「おしゃれ HANABI 2014」
2014」
クリスマスや冬におなじみの BGM に合わせて 12/12・19（金）限定で横浜港を彩る仕掛け花火を
実施。今年は花火とあわせて、日時を印字したキラキラの銀テープで華やかさを演出します。12/31(水)
には毎年恒例のカウントダウン花火を実施し、新年の幕開けをナイアガラの滝でお祝いします。

昨年のクリスマスマーケットの様子

AMANO STUDIO©

オニオングラタンスープ（イメージ）

＜この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㈹

クリスマスマーケット in 横浜赤レンガ倉庫

◇開催日時

11 月 29 日(土)～12 月 25 日(木) 計 27 日間 11：00～22：00
※11 月 28 日(金)夕方にオープニングセレモニーの開催を予定しています。
※雨天は決行、荒天は休業の場合がございます。

◇ライトアップ 16：00～22：00（予定）※ツリーのみ 24：00 までライトアップ
◇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

◇ヒュッテ数

計 15 台（予定）

◇ﾌｰﾄﾞ･ﾄﾞﾘﾝｸ
◇内容

ドイツソーセージ、自家製バウムクーヘン、グリューワイン、各種スープ など
温かみのあるイルミネーションの並木道を抜けると広がるクリスマスマーケット。
本場ドイツさながらの「ヒュッテ（木の小屋）」では、クリスマス雑貨やフード・
ドリンクメニューを多数ご用意。広場中央にはクラシックなイルミネーションで
彩られた高さ 10ｍのクリスマスツリーが登場します。

◇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）

◇運営

株式会社ザート商会

【クリスマスマーケットとは】
本場ドイツで毎年行われる『クリスマスマーケット』は、クリスマスを待ちわびる「アドヴェント」の期間に、
クリスマス準備のショッピングを楽しむヨーロッパの伝統的な市で 1393 年に始まった歴史あるクリスマス
イベント。ドイツ語で Weihnachtsmarkt（ヴァイナハツ・マルクト）と呼ばれ、ドイツ圏ではほぼ全ての
都市・町で行われ、夜が長く天気の悪い冬のドイツの呼び物として定着している。期間は、11 月末の週末から
クリスマス前までの 4 週間が一般的。
（下記画像はドイツのクリスマスマーケットのイメージ)

おしゃれ HANABI 2014
◇開催日時

12 月 12 日・19 日（金）19：00～（クリスマス花火）
12 月 31 日（水）23：59～（カウントダウン花火）
※天候により中止にする場合がございます。

◇内容

クリスマスや冬におなじみの BGM に合わせて仕掛け
花火を実施。キャノン砲による日時を印字したキラキラの
銀テープで花火を更に盛り上げます。毎年恒例のカウント
ダウン花火では、年明けと同時にナイアガラの滝で新年を
お祝いします。

昨年の花火の様子

AMANO STUDIO©

横浜赤レンガ倉庫 館内クリスマス
館内クリスマスイベント
クリスマスイベント
プライベート バルコニー
◇開催日時

＊初開催

11 月 15 日（土）～12 月 25 日（木）
平日 11：00～20：00 土日祝 11：00～21：00
2 号館 2 階バルコニー
バルコニーにライトアップしたクリスマスツリーとベンチ
を設置する「プライベートバルコニー」を初開催。ベンチ
の中に１つだけある特製の「ふたりじめベンチ」
（12 月
初旬より設置）はクリスマス限定のフォトスポットとして
登場します。みなとみらいの夜景を眺めながらベンチに座る
だけでクリスマス気分が一層高まります。

◇場所
◇内容

「プライベート バルコニー」イメージ

サンタのフォトスポット
サンタのフォトスポット
◇開催日時

11 月 15 日（土）～12 月 25 日（木）

◇場所

2 号館 3 階「BEER NEXT」
「chano-ma」横

◇内容

運がよければサンタのフォトスポットでくつろぐサンタ
クロースとの記念撮影や館内を散歩するサンタクロースから
プレゼントをもらえます。横浜赤レンガ倉庫でのクリスマス
の思い出をお持ち帰り頂けます。
「サンタのフォトスポット」イメージ

クリスマスリース作り体験教室
◇開催日時

11 月 25 日（火）
、26 日（水）
、12 月 1 日（月）
、2 日（火）
、8 日（月）
、9 日（火）
、
15 日（月）
、16 日（火） 12：00～14：00
2 号館 3 階「BEER NEXT」
25 名/１日（予約制・空きがある場合は当日受付可）
3500 円（税込）ランチ付
直径 25ｃｍのもみの葉（フェイク）の土台に、松ぼっくりなどの
ドライ素材や選べるリボンを組み合わせて飾り付けをしたオリジナル
クリスマスリースを作ります。手作りの楽しさを思い出としてお持ち
帰り頂けます。リースは自宅用だけでなくプレゼント用にも。

◇場所
◇定員
◇費用
◇内容

※申込み方法は後日、横浜赤レンガ倉庫ＨＰにてご案内します。
リース作成イメージ

Art Link in 横浜赤レンガ倉庫 『Narrative（ナラティブ）
』
Narrative（ナラティブ）
◇開催日時

2014 年 12 月 6 日（土）～2015 年 2 月 22 日（日）
平日 13：00～22：00 土日祝 11：00～22：00
※2015 年 2 月 17 日（火）は施設点検の為お休み
※クリスマス・年末年始は特別営業時間有

◇内容

スケートリンク全体をキャンバスに演出する「アートリンク」。
アーティストに皆川 俊平さんを迎え「Narrative」をテーマに
明るくまばゆい、物語となり記憶となる空間が誕生します！

昨年の様子
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