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三 井 不 動 産 株 式 会 社
株 式 会 社 バスキュール

流星×テクノロジー×反射光が生み出す体験型インスタレーション

「NIHONBASHI-星降ル森」
クリスマスにぴったりな流星スイーツや、手を繋ぐと演出が変わるデート向けオブジェも
三井不動産株式会社と株式会社バスキュールは、日本橋エリアで、イルミネーション・アート・プロジェクト
「NIHONBASHI-星降ル森」を、2017 年 12 月 8 日（金）より開催いたします。

ダミー
「NIHONBASHI-星降ル森」
特長
ダミー
ダミー
★流星×テクノロジー×ミラーボール エリア全体で流星を体感！手を繋ぎたくなる仕掛けも
ダミー
『NIHONBASHI-星降ル森』は、日本を代表するインタラクティブクリエイティブチームであるバスキュールと、世界のカルチャ
ーシーンからも注目される、光と反射の空間作品を創りだすアート集団「MIRRORBOWLER」が初めてコラボレーションした体
験型アートイベントです。最も流れ星が降る 12 月から 1 月の期間に、ミラーボールで構成された大きな「シンボルツリー」が流
星と連動する光に照らされ、ミラーボールと流星が共鳴しあう、誰も見たことのない幻想的な空間を創り出します。また手を
繋いだ方たちの親密度によって光の演出が変化するロマンチックな体験ができる「星のカケラ for two」や、高さ 14m の壮大
な光のオブジェが楽しめる「スターフォール」、幻想的な光が福徳神社への参道を照らす「星灯籠」など、日本橋各所で「流
星×テクノロジー×ミラーボール」がお楽しみいただけます。

★グルメ・イベント 千疋屋総本店コラボメニューや、クリスマス限定のアーティストコラボ！
期間限定メニュー

千疋屋総本店とコラボし、一番人
気のストロベリーショートケーキの
アレンジスイーツや、冬の夜空を
思わせるロマンチックなスイーツ
を提供します。

アーティストコラボ

新演出

12 月 19 日(火)～25 日(月)の期間
コレド室町 1 では、旗状のスクリーンがさ
中、流星検知時に「DOBERMAN
まざまな絵柄に変貌する演出を展開。
INFINITY(ドーベルマンインフィニティ)」 風が吹くと絵柄が変化する演出や、昼と
の新曲が流れるクリスマス限定のロマ
夜で違った演出を楽しめます。
ンチックな演出を実施！
※本リリースで使用している画像は全てイメージです
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「NIHONBASHI-星降ル森」イベント概要
開催期間：12 月 8 日(金)～2018 年 1 月 8 日(月・祝)
点灯時間：17：00～22：00 ※最終日 21：00 まで
会
場：福徳の森(東京都中央区日本橋室町 2−5−１0)
日本橋三井タワー1F アトリウム(東京都中央区日本橋室町 2−１−１)
コレド室町 1(東京都中央区日本橋室町 2−2−１)
仲通り
主
催：三井不動産株式会社、株式会社バスキュール
企画/演出：株式会社バスキュール、ミラーボーラー
W E B：http://hoshifurumori.jp
問合せ先：日本橋案内所 TEL 03-3242-0010(10：00～21：00)

★インスタレーションについて
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流星×テクノロジー×ミラーボール「星降ル森」(会場：福徳の森)
大きな星を抱いた「シンボルツリー」と周囲の木々に輝くミラーボール。バスキュールが開発したリアルタイム
流星観測システム「Meteor Broadcaster(メテオブロードキャスター)」によって、日本上空で検知された流星
の大きさや発生時間と連動して変化する光に照らされ、ミラーボールと流星が共鳴し合う幻想的な空間を
創り出します。

「NIHONBASHI-星降ル森」シンボルツリーイメージ

「NIHONBASHI-星降ル森」キービジュアル

PICK UP②
PICK UP①
手を繋いだ人たちに流星が降り注ぐ『星のカケラ for two』 「LDH music & publishing COLLABORATION」
福徳の森の奥にあるオブジェ「星のカケラ
for two」。このオブジェの前で手を繋ぐ
と、ふたりの親密度によって演出が変化。
クリスマスの時期ならではの“思わず手を
繋ぎたくなる”演出が楽しめます。

12 月19 日(火)～25 日(月)「DOBERMAN INFINITY(ドーベルマン
インフィニティ)」の 6th シングル「あの日のキミと今の僕に」のカップ
リング曲「Your santa claus」が流れるスペシャルな演出が楽しめ
ます。

★Meteor Broadcaster(メテオブロードキャスター)について
宇宙空間を漂う粒子が、秒速数十キロという猛スピードで地球大気に突入することで光を放つ天体現象、流れ
星。『Meteor Broadcaster』は、電波を利用して目には映らないような小さな流星も捉えることができる流星観測
システムです。日本各地の天文台や、教育機関など、計 6 箇所に設置された観測局のデータを解析し、日本上
空に出現した流れ星を 24 時間リアルタイムにおしらせします。
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高さ 14m の壮大な光のオブジェ「スターフォール」(会場：日本橋三井タワー1 階アトリウム)
日本橋三井タワー1 階アトリウムでは、ダイヤ型の中に天体のようにミラーボール
が浮くインスタレーションを設置。流星が到来する度に光で満ちる、スケールの
大きなアートが楽しめます。
また、通常日本橋三井タワーで行われているアトリウムコンサートが、「星降ル森」
とコラボレーション。「星に願いを」など、星にまつわる名曲を披露します。
「星降ル森」コラボレーション アトリウムコンサート
開催日時：12 月11 日(月)、25 日(月)各18：30～
開催場所：日本橋三井タワー1 階アトリウム

「アトリウムコンサート」開催の様子
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「スターフォール」イメージ

幻想的な光が参道を照らす「星灯籠」(会場：仲通り)
コレド室町 1 とコレド室町 2 の間を通る仲通りでは、星柄で抜いた繊細なデザインの大灯籠が登場。冬の仲通
りをあたたかな光で彩ります。

「星灯籠」イメージ
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連動ディスプレイ企画「COREDO WINTER ILLUMINATION collaborated by Bascule」
コレド室町 1 では、バスキュールとのコラボレーション企画「COREDO WINTER
ILLUMINATION collaborated by Bascule」を実施。コレド室町 1 の外観が流星モ
チーフに変身します。
開催日時：12 月8 日(金)～2018 年1 月8 日(月・祝) 10：00～23：00
開催場所：コレド室町1 外観

昨年の装飾
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★限定メニュー・イベントについて
★一番人気メニューの大胆アレンジや、“冬の夜空”をイメージしたロマンチックスイーツ
「NIHONBASHI-星降ル森」と千疋屋総本店がコラボレーションし、“冬”や“星空”をモチーフにしたスイーツ
を期間限定で提供します。

店舗名：千疋屋総本店 メインストア
商 品：フレーズクリスタルネージュ
料 金：1,080 円(税込)
※12 月 8 日(金)～12 月 20 日(水)まで販売

店舗名：千疋屋総本店 カフェディフェスタ
商 品：スターライトカーニバル
料 金：1,300 円(税込/ドリンク付)
※12 月 8 日(金)～2018 年 1 月 8 日(月・祝)まで販売

★「星降ル森」期間中のお得なショッピングキャンペーン！「冬のショッピングフェスタ」
「星降ル森」開催期間中、福徳の森と日本橋三井タワー1
階アトリウムに設置するキャンペーン専用チラシと 3,000 円
以上(合算不可)のレシートをコレド室町もしくはコレド日本橋
の案内所にお持ちいただくと、500 円分のコレドお買い物券
をプレゼントします。
開催日時：12 月8 日(金)～2018 年1 月8 日(月・祝)
開催場所：コレド室町1～3、コレド日本橋、日本橋三井タワー内各店舗(地下1 階6 店舗、ザ マンダリン オリエンタル
グルメショップ・千疋屋総本店・三井記念美術館・WIRED CAFE News・櫻川)

★連携企画について
★旗が揺れるごとに絵柄が変わる新たな映像演出「風が彩る日本橋 by Flag Mapping」
パナソニック株式会社と共同で、パナソニックの新技術デジタルフラッグ「フラッグマッピ
ング」による新たな映像演出手法の実証実験「風が彩る日本橋 by Flag Mapping」を
行います。コレド室町 1 に、さまざまな絵柄に変貌する旗型スクリーン「フラッグマッピン
グ」を設置。風と連動した映像演出や、昼夜で演出を切り替えることで、空間を楽しく彩
ります。また、12 月 25 日(月)までの期間限定で、ラッキー絵柄の投影もあり、日本橋
の賑わい創生に向けた取り組みを行います。
開催日時：12 月8 日(金)～2018 年1 月8 日(月・祝) 10：00～23：00
演 出：冬の縁日 10：00～17：00
星空の下の物語 17：00～23：00
開催場所：コレド室町1 館内

「風が彩る日本橋 by Flag Mapping」
イメージ
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★クリエイティブ・イベント趣旨について
★株式会社バスキュール
テクノロジー×デザイン×コミュニケーションを統合したスキルを駆使して、さまざまなブランドやプロダクト、サ
ービスの価値を再構築し、未来のユーザー体験を創造するインタラクティブ・クリエイティブ・カンパニー。カン
ヌライオンズや文化庁メディア芸術祭など、350 を超える国際的な広告・クリエイティブ賞を受賞。最近では、
テレビ×ネット、年中行事×データなど、人々の日常の行動に由来するリアルタイムデータを新たな体験価
値に変換する新しいデザインに挑んでいます。
株式会社バスキュール リアルタイム流星観測システム「Meteor Broadcaster」開発者より
流れ星をみつけた瞬間のあのときめきを伝えたい。
夜空を見上げて、静かにまたたく星を見ていると突如スーッと現れる一筋のひかり、流れ星。そのコンマ何秒かの間
に消えてしまう儚い現象は多くの人々の心をときめかせます。都会においては目にすることが難しい流星も、実は目
に見えないだけで、数多くの流星が流れています。私たちは、そんな流星を日本中の人々に感じていただくためにリ
アルタイム流星観測システム『Meteor Broadcaster』を作りました。
日本橋に灯る流星のひかり
昨年の「NIHONBASHI-願いの森-」では、期間中、毎日通っていただいた地元住民の方や、一年経った今でも願い
の森 Twitter アカウントに願い事を書き続けてくれている方が現れるほど、老若男女問わず多くの方々の心に残る体
験を届けられました。
今年、新たに全国に範囲を広げた流星観測システムとミラーボールによる演出とで、さらにパワーアップした
『NIHONBASHI-星降ル森-』を楽しんでいただきたいと思います。

★ミラーボーラー
光と反射の空間作品を創りだすアート集団。2000 年より活動を始める。グラフィックデザイナー、写真家、
美術家、ライティングディレクターなど様々なジャンルのメンバーからなる。数多くのミラーボールを使って
創りだすその作品は、無数の反射と光を放つ神秘溢れる幻想的な空間を創る。老若男女問わず人種・
言語・宗教観をも越えた人の心に届く作品創りを目指す。
LOVE, PEACE & LIGHT !!!
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