
【NEWS LETTER Vol.1】クリスマス特集

2020年12月9日
YOKOHAMA Station City運営協議会＜報道関係者各位＞
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※一般の方からのお問い合わせには対応しておりません。

■クリスマス気分を盛り上げる！JR横浜タワーのイルミネーションやクリスマスマーケット
■まだ間に合う！季節の厳選素材を使用したクリスマスケーキやグルメ

JR横浜駅および駅周辺エリア“ YOKOHAMA Station City”の活性化に取り組む YOKOHAMA Station City運営協議会
は、季節に合わせたニュースレターを配信してまいります。Vol.1は、“クリスマス”特集。
“ YOKOHAMA Station City”は今年、「JR横浜タワー」と「JR横浜鶴屋町ビル」「エキュートエディション横浜」が開業し、
新たなまちのシンボルとして注目を集めています。 本ニュースレターでは、そんな駅直結で利便性も高い“YOKOHAMA 
Station City”の中でも、この冬注目してほしい、クリスマスの情報を集めました。“YOKOHAMA Station City”で迎える初
めての冬、クリスマス気分を満喫していただける様々なコンテンツをご用意いたしましたので、横浜にお立ち寄りの際はぜ
ひ“YOKOHAMA Station City”へお越しください。
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Topic1. “YOKOHAMA Station City”で迎える、初のクリスマス！
クリスマス気分を盛り上げる！JR横浜タワーのイルミネーションやクリスマスマーケット

1.NEWoMan Christmas 2020

● 期 間 ： 2020年11月17日（火）～12月25日（水）
●特設ラック設置箇所： ニュウマン横浜3F 南エレベーター前

／5F 上りエスカレーター吹き抜け／6F 北麓草水前

ニュウマン横浜では、気軽にお出かけや旅行に行けない中、まるで世界の5大陸を旅している感覚になれるようなクリスマス
装飾を展開いたします。また、期間中ご来館いただいたお客さまに、イラストレーター「ローラ・デントン」が書き下ろした、世界
5大陸のポストカードをプレゼント。特設ラックからお選びいただけます。

2.SUPER Xmas MARKET

●期 間：2020年11月30日（月）～12月25日（金）
●販売場所：ニュウマン横浜5F NEWoMan Lab.（ニュウマン ラボ）

ポップアップスペース「NEWoMan Lab.（ニュウマン ラボ）」は館内に4カ所ある、
“ニュウマン横浜の今”を表現する場所。そんな「NEWoMan Lab.（ニュウマン
ラボ）」の5Fでは期間限定のクリスマスマーケットを開催。「H.P. FRANCE（アッ
シュ・ペー・フランス）」のプロデュースでお送りします。様々なブランド、アイテ
ムの中からデザイン性が高く品質のよいもの、長く愛用してもらえるものを基準
に、クリスマスにぴったりのアイデア溢れるギフトアイテムが大集合。友達どうし
のプチギフトから大切なあの人へのプレゼント、さらには自分へのご褒美まで選
んでもらえるセレクションです。いま、多くの人々が改めて大切な人との時間の
過ごし方や距離を考え、日々を過ごしているなかで、今年はより一層クリエイ
ティブによって生活が豊かになるような、心からあたたまるクリスマスをみなさ
んに迎えてほしいと願い、様々なクリエイターにお声掛けして実現したマーケッ
トです。

ニュウマン横浜

ニュウマン横浜

“YOKOHAMA Station City”で初のクリスマスを迎える今年、ニュウマン横浜では、館内装飾やイルミネーションを施し、クリス
マス気分を盛り上げます。気軽にお出かけや旅行に行けない今だからこそ、まるで旅をしている感覚になれるようなクリスマス
装飾を施しています。また、ポップアップスペースでは、期間限定でクリスマスマーケットを開催。クリスマスにぴったりのアイデ
ア溢れるギフトアイテムが大集合していますので、横浜にお越しの際はぜひお立ち寄りください。

＜イラストレーター「ローラ・デントン」とは＞
カナダ出身のアートディレクター兼イラストレーター。アクリル、水彩、インクなど
の画材を重ねるスタイルは、表現を豊かにし、躍動的且つ繊細な線を生み出
している。ロサンゼルス、ファッション・インスティチュートにてファッションデザイ
ンを専攻、卒業後ファッションメディアでアートディレクターとして活躍。現在は
イラストレーターとして、ファッション誌やブランドビジュアルを手掛けるなど、
ファッション性の高いイラストが人気を博している。
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3. YOKOHAMA ART STATION project 2020

●期 間：2020年12月1日（火）～2021年3月14日（日）
※展示期間・実施日時などは各ビジュアルアートにより異なります

●料 金：無料
※JR横浜駅南改札内待合広場「SOUTH SOURT」のご利用には、入場券が必要です。

●開催場所：YOKOHAMA Station City施設内各所
①NEW! STAGE：JR横浜タワー 2Fアトリウム
②NEW! PASSAGE：JR横浜鶴屋町ビル 3Fプロムナード
③NEW! SKY：JR横浜タワー 12Fうみそらデッキ
④NEW! SPACE：JR横浜駅南改札内待合広場「SOUTH COURT」

●主 催 者 ：YOKOHAMA Station City運営協議会
●Ｕ Ｒ Ｌ ：https://yokohamastationcity.com/yokohama_art_station/

※右のQRコードからもアクセス可

YOKOHAMA Station Cityはエリア内でインスタレーションやイルミネーション、パフォー
マンスイベントなどを催す『YOKOHAMA ART STATION project 2020』を開催してお
ります。YOKOHAMA Station Cityとして迎える初めての冬、多くの方にこの季節、そし
てクリエイティブシティ横浜ならではの形でYOKOHAMA Station Cityの魅力を体感し
ていただけるよう、「NEW! 横浜駅 横浜からNEW!が広がる」をテーマに
ビジュアルアートイベントを企画しました。
歴史的にも新しいものをいち早く取り入れ、様々な文化を開花させてきた横浜という
場所から、ビジュアルアートを通して、エリアの魅力を発信してまいります。是非この
機会に、YOKOHAMA Station Cityへお越しください。

■NEW! STAGE（グラフィック幕を活用したインスタレーション）

展示期間：2020年12月8日（火）
～2021年1月12日（火）

点灯時間：16:00～23:00
場 所：JR横浜タワー 2Fアトリウム

縦13.2m×横7.2mの巨大でカラフルな
グラフィック幕の装飾が冬の横浜を彩ります。
日没後は照明で色や光を変化させ、絵が
浮き出たり、動いて見える様な変化も
お楽しみいただけます。

■NEW! PASSAGE（アートスポット）

展示期間：2020年12月4日（金）
～2021年1月31日（日）

点灯時間：16:00～23:00
場 所：JR横浜鶴屋町ビル 3F

プロムナード

カラーウォールや影絵ランタンといった光
や影の演出をお楽しみいただけるフォト
ジェニックなアートスポット。カラフルな
動物たちがお出迎えします。

■NEW! SKY（イルミネーション）

展示期間：2020年12月1日（火）
～2021年3月14日（日）

開園時間：10:00～21:00／
12月31日（木）11:00～20:00、
1月1日（金・祝）終日閉園
※強風等、天候により急遽
閉鎖させていただく場合が
ございます。

点灯時間：16:00～23:00
場 所：JR横浜タワー

12Fうみそらデッキ

■NEW! SPACE（ヨコハマ大道芸パフォーマンスイベント）

実施期間：2020年12月12日（土）～
2021年1月30日（土）
※1月2日（土）を除く毎週土曜日

実施時間：①11:00～、②15:00～(1日2回)

※本番の1時間前から整理券を配布。
会場の混雑状況により入場規制させて
いただく場合がございます。
※各日1パフォーマーの出演となります。

※期間中は、Instagram投稿キャンペーンを実施しております。
詳細については現地の案内をご確認ください。

横浜港や横浜ベイブリッジが一望できる「うみそらデッキ」を22,000球の
電飾を使用したイルミネーションで演出します。

場 所：JR横浜駅南改札内待合広場「SOUTH COURT」

地元横浜をベースに活動する、人気の大道芸人が週替わりで登場。
アーティスティックな技を披露し、週末のひと時をお楽しみいただきます。
※最後までご覧いただくと、エキュートエディション横浜でご利用いただける
クーポンをプレゼント。配布枚数には制限がございます。

JR横浜タワー
JR横浜鶴屋町ビル

JR横浜駅

3



Topic2.まだ間に合う！季節の厳選素材を使用したクリスマスケーキやグルメ

1.クリスマス限定のケーキ&ブレッド

ラ・メゾン アンソレイユターブル
（ルミネ横浜）／タルト・フレーズ 5,780円(左)
タルト・ショコラ 5,300円(右)

タルト・フレーズ／タルト・ショコラ クリスマスコース

ブランジェ浅野屋（ルミネ横浜）／2,484円

ラムレ―ズン、サルタナレーズン、オレンジピ―
ル、シトロンピール、アップルをふんだんに練りこ
んだドイツの伝統クリスマス焼き菓子。
※販売期間：～12/25

クリストシュトレン

2.寒い冬にぴったりな期間限定メニュー

5 CROSSTIES COFFEE
（エキュートエディション横浜）
HOT（R）￥480 （L）￥580                          
ICE（R） ￥530 （L）￥630
甘みがあるフレーバーとフルーティーでやわらか
な酸味が特徴の５CCブレンドをベースにエス
プーマホイップと黒蜜をあわせました。黒蜜のコ
クのある甘みとコーヒーの苦味が楽しめるドリンク
です。
※販売期間： 10/1〜2021年1月末
※なくなり次第終了

黒蜜コーヒー（HOT＆ICE）
3種きのことごろごろ野菜の

ハッシュドビーフ
５CC original 魯肉飯

国産の甘酸っぱくジューシーないちごをたっぷり
と飾った「タルト・フレーズ」と、アールグレイ香る
２種類のチョコレートムースを使用した「タルト・
ショコラ」の2種をご用意。
1ホール（直径約16cm）
※販売期間：12/21〜12/27
※予約期間：11/2～12/17

AGIO（ルミネ横浜）／3,828円

特別な前菜・スープ・パスタ・メイン・ドルチェの
全5品のコース。
イタリア語で“くつろぎ”の意を表すAGIOで特別
なコース料理とホスピタリティ溢れるスタッフの
サービスでゆっくりと特別な日を。
※販売期間：12/1～12/25

5 CROSSTIES COFFEE
（エキュートエディション横浜）／880円
隠し味に八丁味噌を入れ、濃厚な味わいに仕
上げたハッシュドビーフに3種類のきのこ、かぼ
ちゃ、ブロッコリー、れんこんなどの秋の野菜を
合わせ具沢山に仕上げました。ごろごろとした野
菜の食感が楽しめます。
※販売期間： 10/1〜2021年2月末
※なくなり次第終了

5 CROSSTIES COFFEE
（エキュートエディション横浜）／860円
台湾の家庭料理、魯肉飯（ルーローファン）をア
レンジし、野菜たっぷりのライスメニューにしまし
た。豚ミンチをニンニク、生姜で炒めて、中国醤
油で味付けし、ゴロゴロとした角煮も合わせまし
た。五香粉（ウーシャンフェン）の香りが特徴と
なっています。
※販売期間： 10/1〜12月中旬
※なくなり次第終了

matsu e mon YOKOHAMA
（エキュートエディション横浜）／1,375円
ワインのお供にぴったり！横浜の地野菜をまるご
と焼いたカマンベールチーズにディップして食べ
る、見た目にも華やかな一品です。
※入荷状況により、内容など変更になる場合が

ございます。
※販売期間：12/7～2021/1/31

横浜野菜を使った、
まるごとカマンベールディップ

ふぐの薄造り

横浜すし好
（エキュートエディション横浜）／1,925円
白身魚の中でも特に脂質が少なく、とてもヘル
シーです。更に、ふぐ皮の湯引きはゼラチン質
でたっぷりのコラーゲンが含まれており、女性に
も大変喜ばれています。
※販売期間：12/10～2021/2/28

白子ぽん酢

横浜すし好
（エキュートエディション横浜）／935円
口に入れると、解けるように形が崩れてとろとろ
と溶けていきます。
甘みのある濃厚な味わいが口いっぱいに広がり、
さっぱりとしたポン酢と合わさります。
※販売期間：12/10～2021/2/28

今年の冬、クリスマスをご自宅でゆっくり過ごす方々に向け、厳選された素材を使用した特別なケーキやシュトレンをご用意。
その中でも販売期間が長く、ギリギリの購入でも間に合う商品をご紹介。また、横浜駅にお越しいただいた方々にも冬を楽し
んでいただける、期間限定の特別メニューをご用意しました。

※価格はすべて税込みです。
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Topic3. 冬限定のお得なキャンペーン

■スペシャルクリスマスプレゼントキャンペーン

■クリスマスエステ施術プラン

● 期 間 ：2020年12月1日（火）～12月25日（金）
● 開 催 場 所 ：シァル横浜、シァル横浜アネックス
●キャンペーン概要：1会計1,000円（税込）以上のお買い上げで応募カードを１枚進呈。

抽選で合計130名様に「CIAL横浜オリジナルギフトBOX」ほかプレゼント。
＜プレゼント内容＞
【選べるCIAL横浜オリジナルギフトBOX】30名様
A.「料理作っていい気分」コース×5名様 30,000円相当
B.「ほろ酔いでいい気分」コース×10名様 20,000円相当
C.「甘いものでいい気分」コース×15名様 10,000円相当

【Wチャンス】
さらに、はずれた方の中から抽選で100名様に、CIAL横浜お買い物券1,000円分をプレゼント。

● Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.cial.co.jp/yokohama/

シァル横浜では、1会計1,000円（税込）以上のお買い上げで応募カードを
１枚進呈するクリスマス限定の特別キャンペーンを実施。抽選で合計
130名様に、おうち時間を充実させる「CIAL横浜オリジナルギフトBOX」など
が当たります。

シァル横浜
シァル横浜アネックス

● 期 間 ：12月15日（火）～12月25日（金）※月曜日を除く
●ご予約時間：平日12：00～20：30（休館日：月曜日）

土日祝10：00～18：30
045-534-9956
※女性限定プランとなります。
※お支払いは交通系ICカードかクレジットカード決済のみとなります。

●プラン概要：①膝下リラックスプラン（30分） 6,600円
下半身（膝下）のトリートメント、血行促進

②フェイシャルプラン（35分） 6,600円
クレンジング、洗顔、施術

③膝下リラックス、クリームセットプラン（30分） 11,000円
下半身（膝下）のトリートメント、血行促進＋燃焼クリーム（リポシェイプクリーム）

④フェイシャル＋美容液セットプラン（35分） 11,000円
クレンジング、洗顔、施術＋保湿美容液（フコイダン）

ジェクサー・フィットネス＆スパ 横浜では、クリスマス限定のエステプランをご
用意。年末に疲れた体を癒す、横浜店限定の特別なプランとなっております。

ジェクサー・フィットネス＆スパ
横浜

シァル横浜では、館内でお買い物を楽しんでいただいた方々に向け、クリスマスにぴったりなオリジナルギフトボックスが当たる
キャンペーンを実施しています。また、ジェクサー・フィットネス＆スパ 横浜では、一年の疲れた体を癒すクリスマス限定エス
テプランをご用意。今年の冬ならではの特別なキャンペーンは必見です。
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参考「YOKOHAMA Station City 運営協議会」について

■「YOKOHAMA Station City 運営協議会」について
会長：照井 英之（東日本旅客鉄道株式会社 執行役員 横浜支社長）
住所：神奈川県横浜市西区平沼1-40-26

「YOKOHAMA Station City」の誕生に併せて発足した、JR東日本グループ11社から成るJR横浜駅のタウンマネジメント
組織です。「YOKOHAMA Station City」に関する情報発信・PRをはじめ、JR横浜タワー内のアトリウムや屋上広場「うみそら
デッキ」、JR横浜駅南改札内「SOUTH COURT」といったイベントスペースのトータル管理・運営などを通じて、JR東日本
グループ一体となってJR横浜駅のイメージ向上および、駅周辺エリアの活性化に取り組んでいます。

【エリア内JR東日本グループの施設】

【会 員】
東日本旅客鉄道㈱、㈱ルミネ、㈱横浜ステーシヨンビル、㈱ジェイアール東日本ビルディング、日本ホテル㈱、㈱JR東日
本リテールネット、㈱JR東日本ウォータービジネス、JR東日本スポーツ㈱、㈱ジェイアール東日本企画、㈱JR東日本環境
アクセス、㈱JR東日本フーズ（計11社）

【公式ホームページ】
https://yokohamastationcity.com/

YOKOHAMA Station City PR 事務局（株式会社サニーサイドアップ内）
担当：戸田（携帯. 080-7255-9952）、久保薗（携帯. 070-3190-3706）
TEL. 03-6894-3200 / FAX. 03-5413-3050 / MAIL. ysc@ssu.co.jp

※一般の方からのお問い合わせには対応しておりません。

①ルミネ横浜
②JR横浜駅（エキュートエディション横浜、駅構内各店舗）
③JR横浜タワー（ニュウマン横浜、シァル横浜、STATION SWITCH）
④JR横浜鶴屋町ビル（シァル横浜アネックス、JR東日本ホテルメッツ 横浜、

ジェクサー・フィットネス&スパ横浜）


