
２０１２年１１月２８日 

 
東京急行電鉄株式会社 

株式会社東急モールズデベロップメント 

 

東京急行電鉄株式会社（以下、東急電鉄）、株式会社東急モールズデベロップメント（以下、東急モールズデ

ベロップメント）は、田園都市線・たまプラーザ駅直結の商業施設「たまプラーザ テラス」で、１２月２５日（火）ま

で「たまプラーザ テラス」クリスマス・キャンペーンを開催しています。アーティストの青山テルマさんなどによる

クリスマスライブやプロゴルファーの斎藤愛璃さんなどによるクリスマストークショーなど、さまざまなイベントを

実施します。 

 

【「たまプラーザ テラス」クリスマスキャンペーン イベント内容】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

田園都市線沿線のお客さまのライフスタイル実現と、地域のコミュニティ育成を支援する「ライフスタイル・コミ

ュニティ・センター」である「たまプラーザ テラス」では、「これまでとこれから」をキーワードに、人々が集い、楽

しい時間を過ごす場となるべく、クリスマス・キャンペーンのテーマを「Christmas With You」として展開していま

す。 

 

「たまプラーザ テラス」クリスマス・キャンペーンイベントの詳細については、別紙の通りです。 

 

 

 

 

以   上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東急田園都市線・たまプラーザ駅直結の商業施設 

「たまプラーザ テラス」クリスマス・キャンペーン- Christmas With You ２０１２ - 
～青山テルマさんや北原照久さんなどがイベントを盛り上げます～ 

① クリスマスライブ                                  １２月１５日（土）、１２月２４日（月・祝） 

② クリスマストークショー                                １２月１６日（日） 

③ we love tamaplaza project １００人で歌うゴスペルライブ     １２月２３日（日・祝） 
④ クリスマスワークショップ                              １２月１日（土）～１２月２５日（火） 
                                             ※上記期間中６日間開催 

⑤ クリスマスなぞなぞクイズラリー                    １２月１日（土）～１２月２５日（火） 
⑥ サンタさんと写真撮影会                                     １２月２３日（日・祝）～１２月２５日（火） 

⑦ テラスハッチ「クリスマスマーケット」                           １１月１日（木）～１２月２５日（火） 

⑧ ポケットマーケット クリスマス２０１２                   １１月６日（火）～１２月２５日（火） 

 

この他にも、１２月の期間限定で、「たまプラーザの街並み」写真や「未来の街」イラストの展示イベントも

開催します。 



【別紙】 

「たまプラーザ テラス」クリスマス・キャンペーンイベントの詳細 

 

 

 

①クリスマスライブ 

 本年は、さまざまなシーンで活躍中のアーティストたちが、たまプラーザ テラスのクリスマスを彩ります。 

 

●「おはガール」 

テレビ東京系の子供番組「おはスタ」から誕生したアイドル「おはガール」。ＣＤリリースを記念してミニライブ

を開催します。 

日   時：１２月１５日（土） １２：００～／１４：００～ 

会   場：ゲートプラザ １階 フェスティバルコート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「girl next door」＜CD&DL でーた２５周年コラボレーション企画＞ 
頑張っている人たちへの応援ソングとなるニューシングル 

「standing for you」をこの日のミニライブでいち早くお届け！ 

日   時：１２月１５日（土） １７：００～  

会   場：ゲートプラザ １階 フェスティバルコート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「青山テルマ」＜CD&DL でーた２５周年コラボレーション企画＞ 

自身がセレクトした初のカバーアルバムをリリースしたばかりの青山テルマが、 

クリスマスライブに登場します 

日   時：１２月２４日（月・祝） １７：００～ 

会   場：ゲートプラザ １階 フェスティバルコート 

 

 



②クリスマストークショー（どなたでもご参加いただけます） 

本年は、バラエティに富んだタレント・スポーツ選手が「たまプラーザ テラス」のクリスマスを盛り上げます。 

 

 

●東急嶮山スポーツガーデン イメージキャラクター プロゴルファー「斉藤愛璃」 

トークショーとパターチャレンジ大会を実施します。パターチャレンジは、東急嶮山 

スポーツガーデン公式ＨＰよりお申込みください。 

 

＜プロフィール＞ 

１９８９年 神奈川県生まれ  

小学２年生からゴルフを始め、２００７年ナショナルチームメンバーとなる。  

２０１２年度、ＱＴ３１位ＬＰＧＡツアー全試合出場権獲得！！  

２０１２年３月２～４日 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメントで初優勝！ 

 

日   時：１２月１６日（日） １１：３０～ 

会   場：ゲートプラザ １階 フェスティバルコート 

 

 

 

 

 

●ブリキのおもちゃ博物館館長「北原照久」 

日   時：１２月１６日（日） １５：００～ 

会   場：ゲートプラザ ２階 プラーザホール by イッツコム 

 

「夢の実現・北原流  ツキの 10 ヶ条」  

 

北原照久のこれまでの軌跡をたどりながら、夢への実現に至った根底に流れる 

絶対的プラス発想の姿勢、具体的なやり方、考え方、北原流成功の秘訣、 

人生が楽しくなる秘訣、ツキの法則、そして『開運！なんでも鑑定団』等の番組裏話、 

コレクションに秘められたちょっといい話等、バラエティに富んだ数々の楽しい 

エピソードを盛り込みながら惜しみなく披露いたします。 

 

＜プロフィール＞ 

１９４８年東京生まれ。 

ブリキのおもちゃコレクターの第一人者として世界的に知られている。 

大学時代にスキー留学したヨーロッパで、ものを大切にする人たちの文化に触れ、古い時計や生活骨董、ポス

ター等の収集を始める。 

その後、知り合いのデザイナーの家で、インテリアとして飾られていたブリキのおもちゃに出会い、興味を持ち

収集を始める。地方の玩具店などに眠っていたブリキのおもちゃを精力的に収集し、マスコミにも知られるよう

になる。 

そして、イベントがきっかけで、「多くの人にコレクションを見て楽しんでもらいたい」という思いで、１９８６年４月、

横浜山手に「ブリキのおもちゃ博物館」を開館。 

平成 1５年１１月より６年間、フロリダディズニーワールドにて「Tin Toy Stories Made in Japan」のイベントを開

催。 

現在、テレビ東京「開運！なんでも鑑定団」に鑑定士として出演、また、ラジオ、CM、各地での講演会等でも活

躍中。 

 

 

 

 



③we love tamaplaza project 第３回 １００人で歌うゴスペルライブ 

たまプラーザゴスペルクワイヤー（聖歌隊）を一般募集して結成し、 

ＮＧＯゴスペル広場代表のナナ・ジェントルさんと一緒に練習します。 

１２月２３日、たまプラーザの街に１００人の歌声が美しく響きます。 

※一般募集は終了しております。 

 

日 時：１２月２３日（金・祝）１５：００～、１７：００～ 

会 場：ゲートプラザ１階ステーションコート（駅前広場） 

主 催：we love tamaplaza project 事務局 

 

 

 

 

④クリスマスワークショップ 

お子さまにも簡単に作れるクリスマスワークショップを開催します。 

 

日    程：     １２月 １日（土）           クリスマスリース 

                 １２月 ８日（土）             デコスイーツ 

           １２月１５日（土）            クリスマスぬりえオーナメント 

           １２月１６日（日）            まつぼっくりツリー 

           １２月２３日（日）            クリスマスフォトスタンド 

           １２月２４日（月・祝）     サンタの粘土キャンドル 

時   間：１１：００～１７：００（最終受付１６：３０） 

会   場：ゲートプラザ ２階 中央エレベーター前広場 

参加方法：当日のゲートプラザ、サウスプラザでお買上げのレシート（５００円以上）ご持参で１回無料参加。 

定   員：各日先着１００名さま 

 

⑤クリスマスなぞなぞクイズラリー 

「ありがとう。この街で、３０年」をテーマにしたヒントラリーを実施します。館内１０カ所に隠されたヒントを探し、

正解した方に先着で、クリスマスオリジナルカプセルトイをプレゼントします。 

 

期 間：１２月１日（土）～１２月２５日（火） 

参加方法：ゲートプラザ１階インフォメーションにて台紙とＭＡＰを配布します。１０個のヒントを記入してイン 

フォメーションに持っていくと、全問正解で、クリスマスオリジナルカプセルトイをプレゼント。 

（お１人さま１回まで、小学生以下のお子さま限定。限定数に到達次第終了。） 

 

 

⑥サンタさんと写真撮影会 

「未来の街」が描かれたサンタさんのおうち」でサンタさんと一緒に写真撮影会を開催します。 

 

日   時：１２月２３日（日・祝）～１２月２５日（火） 各日１１：００～／１４：００～ 

場   所：ゲートプラザ １階 フェスティバルコート 

会   場：各回先着５０名さま 

参加方法：当日各回３０分前より、当日の館内でのお買い上げ２，０００円 

（税込・合算可）以上のレシートを会場にご持参のお客さま 

（東急百貨店はレシート対象店舗から除きます。 

お１人さま１回まで、小学生以下のお子さま限定。限定数に 

到達次第終了します。会場の都合により、受付開始時間を 

早める場合がございます。） 

 

 



⑦テラスハッチ「クリスマスマーケット」 

期間限定催事スペース テラスハッチに輝く夢の国クリスマスマーケットが登場します。 

ドイツの手作りオーナメント、アメリカのグリッタードーム、サンタやスノーマンのドールライト 

など、クリスマスを彩るグッズを豊富にご用意します。 

 

期    間：１１月１日（木）～１２月２５日（火） 

会    場：ゲートプラザ １階 テラスハッチ 

 

 

 

 

 

 

⑧ポケットマーケット クリスマス２０１２ 

期間中、有隣堂が館内イベント広場にて、クリスマス、カレンダー商品の催事販売を実施します。 

 

期 間：１１月６日（火）～１２月２５日（火） 

会 場：ゲートプラザ １階 ポケットコート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「たまプラーザの街並み」写真募集・展示 

「たまプラーザ東急ＳＣ」の開業から３０周年を迎えた事を記念して、「これまで」をテーマに、たまプラーザ 

の街並みが写っている写真を地域の方々から募集します。集めた写真は、メッセージと一緒に館内に掲出 

し、これまでのたまプラーザの歩みを皆さまと振り返ります。 

 

＜写真掲出＞ 

期 間：１２月１日（土）～１２月２５日（火） 

会   場：ゲートプラザ １階 中央エレベーター前広場 

 

 

 

 

●子どもたちによる「未来の街」イラスト展示 

「これから」を担う子どもたちが思う、理想のたまプラーザの街のイラストを展示し、これからのたまプラーザ

の未来に皆さまで思いをはせます。イラストは、ゲートプラザ ３階 パレット保育園の園児たちによって描かれ

ます。 

 

期 間：１２月１日（土）～１２月２５日（火） 

会 場：ゲートプラザ ２階 モールＢ口付近 

 

 

 

 

以   上 



（参考） 

「たまプラーザ テラス」クリスマス・キャンペーンの概要 

 

 

●クリスマス装飾 

今年のクリスマスは、ゾーンごとにテーマカラーの異なる装飾を施しています。ゲートプラザ３階スカイコートに

「たまプラーザ東急ＳＣ」のロゴカラーである赤色のリースを設置しています。ゲートプラザ１階ステーションコー

トには、「たまプラーザ東急ＳＣ」開業以来、駅前広場に飾られていた生木のビッグツリー（８ｍ）を「たまプラー

ザ テラス」のロゴカラーである緑で復活させ、これまでの３０年分の感謝と未来への歩みを表現しています。ま

た、サウスプラザ１階コミュニティコートには、「たまプラーザ テラス」開業以来初となるビッグツリー（７ｍ）を温

もりの橙色で登場させるなど、新たな試みにも取り組んでいます。 

期 間 ： １１月３日（土・祝）～１２月２５日（火） 

点灯時間 ： １７：００～２２：００ 

 

 

●ノースプラザ（東急百貨店たまプラーザ店）クリスマスツリーイルミネーション 

期   間 ： １１月３日（土・祝）～１２月２５日（火）  

会 場 ： ノースプラザ（東急百貨店たまプラーザ店）１階センターコート 

 

 

 

[たまプラーザ テラスの概要] 

 

所 在 地：横浜市青葉区美しが丘一丁目１番地２ 

（東急田園都市線・たまプラーザ駅直結） 

規 模：店舗数１３９店舗、店舗面積 約６０，０００㎡ 

       ※店舗数はノースプラザ（東急百貨店）除く 

※店舗面積はノースプラザ（東急百貨店）含む 

駐 車 場：約１，５００台 

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tamaplaza-terrace.com/ 
 

[たまプラーザ テラスの歩み] 

 

１９８２年 東急電鉄初の大型商業施設として「たまプラーザ東急 SC.」「東急百貨店」が開業 

２００７年 「たまプラーザ テラス」サウスプラザ及びゲートプラザⅠ開業 

２００９年 「たまプラーザ東急ＳＣ」閉館。「たまプラーザ テラス」ゲートプラザⅡ開業 

２０１０年 「たまプラーザ テラス」ゲートプラザⅢ開業し、グランドオープン 

 

 

以     上 

 

 


