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ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス（佐世保市ハウステンボス町 7-9、総支配人:佐々木

明義）では、2014 年 11 月 22 日（土）、最新映像技術を駆使した長崎初のクリスマスツリー点灯式

を行います。ＣＧとプログラミングで映像制作を行う若手アーティスト vook（平樂寺昌史氏、松本

哲朗氏）と、トータルコーディネーターとして空間演出とライフスタイルを提案する余田豊美氏を制

作アーティストに迎え、華やかかつ幻想的に“最高のハピネスをお客様に”を形にしました。 

国内外から訪れるゲストの皆さまには驚きと感動の新体験を、また、地域のゲストの皆さまには寒い

冬を鮮やかに照らす新スポットとしてお楽しみいただけます。点灯式には佐世保市長をはじめ、人気

アーティスト Sandy Trip などのゲストをお迎えし、この冬新体験のおもてなしの幕開けとなります。

是非ご取材ください。 

 

■最新クリスマスツリーが発信する”光のメッセージ” 

 九十九島の美しい夕景、港町からの夜景、 

きらきらフェスティバル in SASEBO やハウステンボス光の王国。 

長崎・佐世保の光に纏わる魅力溢れる数々の観光地。 

国内外から訪れるお客様に長崎・佐世保の光の景観とおもてなし 

を思い出して頂く最新シンボルとして、地域の皆様とつながりを 

深めるオブジェとして、地域の魅力発信と活性化に寄与します。 

 

 

■クリスマスツリー点灯式（観覧無料） 

会場：ホテル 1F ロビー 

日程：2014 年 11 月 22 日（土）18:00〜 

内容：佐世保市長や、佐世保観光大使、 

Sandy Trip（佐世保観光ふるさと大使）を 

お迎えして行う華やかなクリスマスツリー点灯式。 

プロジェクションマッピングによるツリーの初披露、 

制作アーティスト紹介のほか、チャリティーライブも 

開催します。 

点灯式終了後に関係者への取材を予定。 

詳細は別紙をご参照ください 

※点灯式は一般公開いたします。 

 

      

  

 

 

長崎初！最新クリスマスツリーでこの冬特別のおもてなし 
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It’s a snowy Christmas ～光のメッセージ～ 企画概要 
 

■クリスマスツリー 

点灯期間：11 月 22 日（土）～12 月 25 日（木） 

場所：ホテル１F ロビー 

どなたでも自由にご観覧いただけます。 

○コンセプト 

It’s a snowy Christmas をコンセプトに、ロマンティック

で幻想的な時間空間を表現。プロジェクションマッピン

グ技術を用いた光と音で、舞い降りる雪景色の中、幻想

的なクリスマスツリーが浮かび上がります。九州で活躍

する若手アーティストが手掛ける体感できるインスタレ

ーション作品です。 

高さ：最大約 4 m 

幅 ：最大約 3.5m 

 

○映像作家アーティスト（映像コンテンツ担当）  

「vook」 

電子音楽オーディオビジュアルの制作をする平樂寺昌史と、 

CG、映像制作をする松本哲朗を中心とし、様々なプロジェクトに   

対応するために結成された映像制作チーム。チームメンバーは 

プロジェクトごとに編成される。2D、3DCG、実写合成と 

プログラミングにより生成された CG 映像を組み合わせて 

作品制作を行う。 

平樂寺昌史：1977 年生まれ。山口県下関市在住。 

2000 年より heirakuG 名義でライブ活動をスタート。2008 年に G-RECORD 設立、CD「texture」

リリース。 イベント企画運営、ワークショップ講師、サウンドデザインなど幅広く活動。 

「洞窟を歩くための音楽」、「秋吉台国際芸術村」、「Reacting Space for Dividual Behavior」安藤洋

子作品、YCAM など。 

松本哲朗：1977 年生まれ。大阪市在住。 

学生時代より 3DCG の制作をスタート。TV 媒体、WEB 媒体、舞台などを手掛ける。NHK 教育「桂

三枝のアニメで一席」 、CS 局 GAORA オープニング・クロージング映像、「東京スター銀行」

TrueviewCM、dysmic エンターテイメント主催「天狗」、「UNIVERSE」など。 

 

○全体アートディレクター（ツリープランニング・デザイン担当） 

「TREND VALUE」代表 余田豊美 

トータルコーディネーターとして空間演出ライフスタイルを提案。 

時代の流れをとらえ衣食住をトータルに考えたイベント企画を行い、 

 デザインの力で、ヒト、モノ、コトをコラボするクリエーター。 

 

○企画・主催  ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス 

○協力・協賛  CASIO 
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■「長崎から広島へクリスマスに愛を贈ろう」Sandy Trip チャリティーライブ（観覧無料） 

日程：2014 年 11 月 22 日（土）クリスマスツリー点灯式にて。 

○内容：クリスマスツリー点灯式を締めくくる、平成 26 年広島県大雨災害復興支援を目的とした 

チャリティーライブ。会場に募金箱を設置して、集まった支援金は社会福祉法人広島県共同募金会

を通じて被災地へ届けます。 

○Sandy Trip：佐世保観光ふるさと大使 2008 年就任 

佐世保市在住の Kazu と Ayumi の男女ユニット。  

サウンドはもちろん CD ジャケットのアートワークまで 

制作の全てを二人で行う。長崎・佐世保を拠点に九州での 

音楽活動、ラジオ・テレビ出演や企業のテーマソング制作、 

幼稚園、小学校、中学校での合唱等教育の場でも Sandy Trip 

の楽曲が使用されるなど活動の幅も広がっている。 

 

■メインダイニング「エクセルシオール」が贈るクリスマスの夕べ 

○クリスマスビュッフェ  

 日程：12 月 1 日（月）~19 日（金）、25 日（木）〜30 日（火） 18:00〜22:00（L.O 21:00） 

 料金: 大人 4,500 円 小人（4 歳〜小学生）半額 

 内容: 長崎の食材をふんだんに使った Christmas 料理や 

ローストビーフのカッティングサービス、 

パティシエ特製のブッシュドノエルなどスイーツも充実。 

 

○クリスマススペシャルビュッフェ 

 日程：12 月 20 日（土）〜24 日（水） 18:00〜22:00（L.O 21:00） 

 料金: 大人 5,400 円 小人（4 歳〜小学生）半額 

 内容: クリスマスビュッフェがワンランク上にグレードアップ。 

雲仙豚自家製ハムの Christmas ワインローストカッティングサービス、 

鉄板ワゴンでは長崎産黒毛和牛のステーキなどを特別にご用意。 

 

○クリスマスディナーコース 

 日程: 12 月 20 日（土）〜24 日（水）17:30〜21:00 

 料金: 12,000 円（グラスシャンパン付） 

 内容: ホテル総料理長が腕を振るう聖夜のフレンチフルコース全 9 品 

 

■ It’s a snowy Christmas 宿泊プラン 

日程：12 月 20 日（土）～24 日（水） 

クリスマスにふさわしいロマンティックな宿泊プランも期間限定で 

ご用意しました。当ホテルが誇る長崎初のクリスマスツリーと、 

ハウステンボス光の王国をご満喫いただけるご宿泊プランです。 

光の王国を窓から一望できるスーペリアビュールームがおすすめです。 

 

■クリスマスロビーコンサート（参加無料） 

 日程：12 月 20 日（土）〜25 日（木）  

 内容：ハンドベル演奏、ゴスペルクワイアの歌声とシャンパンサベラージュで聖夜をお祝いします。 

 

《クリスマスディナーコース》 

《スーペリアビュールーム》 
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＜It’s a Snowy Christmas ツリー点灯式取材のご案内＞ 
 

［日 時］ 2014 年 11 月 22 日（土） 18：00～19：00 ｜ 受付 17：30～ 

［内 容］ クリスマスツリー点灯式典 

『開式』         

＊主催挨拶  

＊来賓紹介・祝辞 

＊ツリー点灯     

～マッピングショー 

＊制作アーティスト紹介 

＊Sandy Trip チャリティーライブ 

『閉式』 

代表取締役社長 波多野英夫 

佐世保市長 朝長則男 様 

来賓、ゲスト、主催者 

 

 

 

［登壇者］ 

 

主催者 /  ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス  

代表取締役社長 波多野英夫 

来賓  / 佐世保市長 朝長則男 様 

ゲスト /  佐世保観光大使 福薗由貴菜 様 

:佐世保観光ふるさと大使 「Sandy Trip」様 

制作アーティスト / 「vook」平樂寺昌史・松本哲朗 

                     「TREND VALUE」代表 余田豊美 

  

  

［囲み取材］点灯式終了後、制作アーティストを中心に予定。  

 

※一般公開します。（観覧無料） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ご取材いただける方は、誠に恐れ入りますが、FAX にて下記内容をお申込みください。 

当日の準備・会場整理の関係上、11 月 20 日（木）までにお願い申しあげます。 
 

FAX 返信先 0956-27-0524 
 

媒体名（会社名）  

部署等  お名前  

人数 名    撮影 
有 （  スチール ・ ムービー  ）  

／  無 

連絡先 TEL 

連絡先 MAIL 

取材に関する 

ご要望等 
 

 

《取材に関する連絡先》 

 販売促進部 宮口、堀本：0956-27-0544  or PR 担当井上：携帯 090-7396-3301 


