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天神のクリスマスへ行こう2018 

NEWS RELEASE 

TENJIN HIKARI SQUARE  

オリジナルスノーグローブ（イメージです。実際とは異なります。） 

 We Love 天神協議会では、警固公園
（福岡市中央区天神）のクリスマスイル
ミネーション「TENJIN HIKARI 
SQUARE（以下THS）」を11月22日か
ら好評開催中です。 
 このたび、THSの新たな目玉といたし
まして、今冬TOHOシネマズ天神・ソラ
リア館など全国で公開されるアニメー
ション映画「グリンチ」とタイアップし
たモニュメント“THSグリンチワールド 
オリジナルスノーグローブ”を12月1日
（土）から会場内に設置いたします。是
非、ご家族、ご友人、恋人とご一緒に
THSへお越しください。 

【タイトル】
【 日 程 】 
【 時 間 】 
【 場 所 】 

TENJIN HIKARI SQUARE グリンチワールド 
2018年12月1日（土）～2019年1月6日（日） 
14:00～21:00  
TENJIN HIKARI SQUARE（警固公園） 

                         日本に二つしかないオリジナルスノーグローブ 
 
今回、TENJIN HIKARI SQUAREに設置する「THSグリンチワールドオ
リジナルスノーグローブ」は日本国内に二つしかありません。 
大阪心斎橋BIGSTEP（12/3～12/25）での展示とTHS（警固公園）の
二ヶ所のみでの展示です。お見逃しなく！ 

ワールド 
12月1日（土）登場！ 

2018年11月30日 

※実際とは異なります。 
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 映画「グリンチ」は、友達も家族もいない寂しがり屋の主人公・グリンチがひねくれ
者の大人になり、村中が幸せに包まれるクリスマスを盗むというとんでもない作戦に繰
り出すストーリーです。日本より一足早く米国で公開され、公開最初の週末興行収入ラ
ンキングで第1位を獲得するなど、早くも話題を集めています。 

【製作会社】 
 ユニバーサル・ピクチャーズ、イルミネーション・エンターテイメント 
【配  給】 
 東宝東和㈱ 

【あらすじ】 
 子供のころ、友達も家族もいないから、いつもひとりぼっち、ずっとさびしい毎日をすごしていた 
 グリンチ。そんなグリンチがオトナになったら、ひねくれ者に。オトナになったグリンチは、他人 
 の幸せがだいきらい。なかでもだいきらいなものは、村中が幸せな気分に包まれるクリスマス！！ 
 しかも、今年のクリスマスはとっても豪華になるらしい。もう我慢できないグリンチは、とんでも 
 ない作戦を思いつく。「そうだ。村からクリスマスを・・・盗んじゃえ！！」 

映画「グリンチ」の概要 

TOHOシネマズ天神・ソラリア館ほかで12月14日（金）よりロードショー 
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イメージ 

 THSは、警固公園全体を彩るイルミネーションや駅をモチーフにした「クリスタルス
テーション」、ステーションを発着する「イルミネーション列車」などファミリー層を
ターゲットにした温かい雰囲気が特徴です。 
 今回のタイアップでは、ひねくれ者のグリンチと一緒に写真を撮ることができるスノー
グローブを会場内の一角に設置するほか、テーマカラーであるシャンパンゴールドの会場
内照明が一部だけグリンチのイメージカラーである緑のイルミネーションに“いたずら”さ
れるといった演出を行うことで、ご来場の皆さまにグリンチの世界観をお楽しみいただけ
ればと考えております。 

オリジナルスノーグローブ 

グリーンイルミネーション 

2ｍ 

2.6ｍ 

1.8ｍ 

フォトサービス 
開催（無料） 

設置場所はソラリアプラザ側、 
エントランスツリー横 

TENJIN HIKARI SQUAREとグリンチのタイアップ 

イメージです。実際とは異なります。 

イメージです。実際とは異なります。 

3 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1542870397/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9ncmluY2guanAv/RS=^ADBy9ezb_78D6LgZO.M_6KGfLC7GZw-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTgmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVG4yWHpsdDBxUGNlbFl6VXBRb1FzWHJfX2YySWNvcVY3bzZVejJBSlFlc1dBRkhvSVJDMUFlbmFMSwRwAzQ0S3c0NE9xNDRPejQ0T0IEcG9zAzgEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-


本件のお問い合わせ先 

We Love 天神協議会 事務局 貞包（サダカネ）・酒見（サケミ） 

  電話：092-734-8750  FAX：092-718-7331  E-mail ： tenjin@nnr.co.jp 

天神のクリスマスへ行こう2018 

NEWS RELEASE 

インスタ映え間違いなし！ 

「グリンチ」のオリジナルスノーグローブは、中に入っ
て、ひねくれ者のグリンチと一緒に写真を撮ることがで
きます。TNJIN HIKARI SQUARE グリンチワールドの
期間中、無料でフォトサービスを行います。「グリン
チ」と一緒にスノーグローブ内でカメラにポーズを取っ
てみませんか？ 

【 日 程 】 
 

【 時 間 】 
【 場 所 】 

2018年12月14日(金).15日(土).16日(日).22日(土). 
       23日(日・祝).24日(月･休).25日(火) 7日間 
時 間／11:00～20:00 
場 所／グリンチワールド（TENJIN HIKARI SQUARE内） 
※参加無料です。 
※1グループ1ショットの撮影となります。 
※スマートフォン、デジタルカメラなどはご持参ください。 
※受付時間は19:00まで。 
※天候などの事情で時間変更・中止する場合がございます。 

                         
レ
ソ
ラ
天
神 

ソラリアプラザ 

交番 

TNJIN HIKARI SQUARE 
（警固公園）  

オリジナルスノーグローブ 

オリジナルスノーグローブフォトサービス 

さらに！ 

12月1日(土).2日(日).23日(日). 24日(月･祝).25日(火) 
の5日間、グリンチがTHSにやってきます。 
時間：➀15:00頃 ➁17:00頃 
※天候などの事情で時間変更・中止する場合がございます。 

グリンチがTHSに登場！ 

※実際とは異なります。 
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イルミネーション列車もグリンチ 

 子どもたちに大好評のイルミネーション列車が、グリンチ仕様に大変身！ 
ベビーグリンチと一緒に、THSのHIKARI輝くイルミネーションを見上げながらゆっ
くりと進む列車の旅をお楽しみください。 

【 日 程 】 
【 時 間 】 
【 内 容 】 

2018年12月1日（土）～2019年1月6日（日） 
平日 15:00～21:00、土日祝 14:00～21:00 
・グリンチのクリスマスオーナメント装飾 
・ベビーグリンチのぬいぐるみのイルミネーション列車同乗 
・イルミネーション列車にご乗車いただいた方には、 
 映画「グリンチ」のオリジナルステッカーをプレゼント 
 ※無くなり次第終了となります。 
 

                         

グリンチと一緒にイルミネーション列車に乗ろう！ 

【運行期間】 ～2019年1月6日（日） 
       ※12月31日（月）、1月1日（火祝）は運行をお休みいたします。 
【運行時間】〔平日〕15:00～21:00〔土日祝〕14:00～21:00 
       ※12月25日（火）～30日（日）、1月2日（水）～1月4日（金）は、 
        [土日祝]の時間帯で運行します。 
       ※最終受付は20:00頃となっております。 
       ※状況によって最終受付時間を早めることがございます。 
       ※天候により中止となることがございます。 
【利用料金】 300円/回 
【定  員】 最大23名 
       ※２歳以上から一人でご乗車可能です。 
        ２歳未満のお子様は保護者もしくは１０歳以上の方同伴（有料）で 
        ご利用ください。 

 イルミネーション列車運行内容 
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グリンチが天神サンタ大作戦に参加！ 

【 日 程 】 
【 時 間 】 
【 内 容 】 

2018年12月3日（月） 
17:00～18:00 
天神サンタ大作戦2018は、天神の商業施設スタッフや当協議会
の会員企業の関係者など約60名がサンタやトナカイに扮し、警
固公園 『TENJIN HIKARI SQUARE』をスタート後、街行く
方々にお菓子をプレゼントしながら、ゴールの福岡市役所西側
ふれあい広場 『TENJIN Christmas Market』を目指します。 
 
今回は、グリンチが参加！約60名のサンタやトナカイと一緒に 
お菓子をプレゼントします。 

                         

 天神サンタ大作戦2018 実施内容 

【参加商業施設】 
 イムズ、岩田屋本店、インキューブ、 VIORO、ソラリアプラザ、天神地下街、 
 天神ロフト、博多大丸、福岡パルコ、福岡三越、レソラ天神 
【参加企業】 
 西日本鉄道㈱、リコージャパン㈱ 
【その他参加団体等】 
 We Love 天神協議会、福岡市、福岡テンジン大学 
 
 計 16施設/団体（約60名参加予定） 
 
【経    路】※雨天時は変更になる場合がございます。 
 
 スタート：警固公園「TENJIN HIKARI SQUARE」 
  
 →レソラ天神→岩田屋本店→VIORO→ソラリアプラザ→福岡三越→ 
 →ソラリアステージ→福岡パルコ→天神地下街→天神ロフト→ 
 →博多大丸→イムズ→ 
 
 ゴール：福岡市役所西側ふれあい広場「TENJIN Christmas Market」会場 

※天候などの事情で参加しない場合がございます。 
※参加時間は未定です。 
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