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マスコミ関係各位

11.17wed＞12.25sat IMS Christmas 2010 開催中！
見知らぬ誰かと、プレゼント交換。 テーマは 「つながる つながる クリスマス」
今 注目のアーティスト・森本千絵氏の企画プロデュースで、吹き抜けやB2Fをメイン会場に
オリジナルの装飾や趣向をこらしたイムズらしいクリスマスを実施！
LIVEやクリスマス限定マーケットも開催します。

☆ 森本千絵氏プロデュースによるクリスマスツリー ☆
●オリジナルの”つながる”オーナメント
長さ8m×横5mの大きなツリーがイムズの天井から吊るされています。
よく見ると、オリジナルの“つながった”モチーフでできています。
らせん状に“つながる”モチーフのオーナメントの長さは何と約38m。

●高さ６メートルのツリー
もみの木に飾られた“つながる”オーナメントのほかに、たくさんの
クリスマスプレゼントがクリスマス感をさらにアップさせます。

森本千絵 氏 1976年4月生まれ。
武蔵野美術大学卒業後、1999年博報堂入社。
2007年に独立し 「goen°」を設立。
＜これまでの主な仕事＞
＊SONY、三菱地所などの企業広告
＊サントリー缶コーヒーCM「ボス シルキーブラック」
＊Mr.children「SUPER MARKET FANTASY」をはじめ、ゆず、
キマグレン、坂本美雨、大塚愛、KANなどミュージシャンのアートワークとPV演出
＊到津の森公園内動物園での「どうぶつgoen°」プロジェクトなど

☆ 「present ⇔ present 」開催 ☆

注目のプレゼント
交換企画です

わくわくドキドキ！ 見知らぬ誰かとプレゼント交換！
誰かに受け取ってもらいたいキモチで心をこめて選んだプレゼントを持って
B2Fのサンタ小屋へ。鍵を受け取り、BOXを開けると、中にあなたへのプレ
ゼントが入ってます！
持ってきたプレゼントをBOXに入れて鍵をかければ交換は終了。
あなたのプレゼントが次の誰かにつながります。
イムズがご縁をつなぐ、今までに体験したことのない新しいクリスマス企画。
＊期間中の金・土・日・祝日に開催
金曜／17：00～19：00 土・日・祝日／15：00～18：00
＊参加するにはルールがございます。詳細は館内配布のチラシ、または
ホームページでご案内しています。
http://www.ims.co.jp/special/1011christmas/barter.php
※ ご取材頂ける場合はお手数ですが、取材申込書の提出をお願いしておりますので、イムズ広報担当までご連絡頂きますよう宜しくお願い致します。
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11.17（wed）＞12.25（sat）

☆ IMS Christmas LIVE ☆
クリスマスキャンペーン期間中の週末と祝日は、クリスマス装飾に彩られたイムズプラザを会場に地元で活躍す
るミュージシャンたちや島村楽器ミュージックサロン福岡の講師・インストラクターによる楽しい演奏で、クリスマ
スムードをグッと盛り上げます。入場無料なのでお買物の途中にふらりと立ち寄ってもOK！
場所：B2Fイムズプラザ 時間：各日15：00～、17：00～

料金：入場無料

IMS Christmas

IMS Christmas

地元で活躍するミュージシャンなどクリスマス装飾に
彩られたイムズＢ２Ｆが、ライブ会場に！

イムズに雪が！SNOWFALL＆SONGSな4日間
クリスマスライブと共にイムズB2Fに雪が舞い降ります。

SNOWFALL ＆ SONGS

MUSIC COLLECTION
11.20（sat）
11.21（sun）
11.23（tue）
11.27（sat）
11.28（sun）
12.4（sat）
12.5（sun）
12.11（sat）
12.12（sun）
12.25（sat）

伊東美香
CICCAROLL

しました。
終了いた

12.18（sat） baobab
12.19（sun） 和田いづみ
12.23（thu） サラエ弦楽四重奏団
12.24（fri）
サラエ弦楽四重奏団+ソプラノ小野弥生

赤坂ル・アンジェ教会ゴスペルクワイアー

Bottom
島村楽器ミュージックサロン福岡講師
CICCAROLL
isis（イーシス）
島村楽器ミュージックサロン福岡インストラクター
Roland presentes 広田圭美
SPECIAL GUEST（※演奏時間未定）

Bottom

11.26（fri）＞12.25（sat）

☆ IMS Christmas PRESENTS ☆
イムズでお買物・お食事のご利用5,000円ごとにもれなく1回の抽選チャンス！
イムズがセレクトしたオリジナリティあふれる賞品をプレゼント！

A賞

人気のアートスポットを訪ねる

各3組6名様／計6組12名様

ベネッセハウスに泊まる『直島』 or
金沢21世紀美術館に行く『金沢』 1泊2日の旅！
B賞
C賞
D賞
E賞
特別賞
カゴメ賞
参加賞

金沢21世紀美術館

旅館派？ホテル派？イムズおすすめ選べる宿泊券／10組20名様
イムズショッピングチケット（1,000円相当）／1,000名様
イムズロフトセレクトグッズ／2,000名様
IMS Christmas 2010 オリジナルグッズ／20,000名様
草間彌生“南瓜”写真：安斎重男
ロイヤルパーク汐留タワー宿泊券（航空券+マンダラ・スパ利用券付）/1組2名様
新感覚トマトジュース「カゴメ フルーティートマト」／3,000名様
チャリティ or チロルチョコ／もれなく

抽選会場：１F 正面玄関特設カウンター（10：00～23：00※最終日のみ25：00まで）
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12.3（fri）＞12.25（sat） 10：00～20：00 会場：B1F 回廊周り

☆ IMS Christmas Market ☆
クリスマスをもっと楽しく演出してくれるグッズたちを一堂に介しました。
可愛いマルシェのような空間を演出します。楽しいグッズが目白押し。
「だんだんボックス」
小さなうれしいことから、だんだん気持ちが明るくなるように。
との思いを込めて、福岡市の彫刻家やNPO法人などが企画し、障害を持ちなが
らも素晴らしい才能を持つアーティストたちがイラストを描いた段ボール箱「だん
だんボックス」を販売。段ボールの売上の10％を作家や福祉施設に還元する仕
組み。販売日は期間中の金・土・日・祝日。
60サイズ（200円）、80サイズ（250円）、100サイズ（300円）、120サイズ（350円）の4種。

。
●販売期間／12月18日（土）～25日（土）

☆ 他にもたくさん揃いました！☆
☆ Mrs.Elizabeth Muffin
通常より小ぶりでつまめるサイズのマフィンがまとめて10個。お土産に、
家クリパーティの後の”別腹”にもピッタリ！・・・￥1,400
☆ショコラ・ミュゼ
“焼き菓子、お菓子の詰め合わせ、クリスマスグッズの詰め合わせ
☆LOFT
“クリスマスギフト需要に対応できる音楽に合わせてノリノリに踊る！話題のぬいぐるみ型スピーカー。
クリスマスモチーフのプチギフト・カレンダー・クリスマスパーティーギフトフーズ（ブーツ入り菓子など）・
ダイアリー
☆Natural Food Shop ナチュ村
＜フェアトレード商品＞チョコレート詰め合わせ、コーヒー詰め合わせ、単品、和ろうそく 他クッキー詰
め合わせ
☆東明館
手相占い（5～10分） ¥1,050期日：12/17～19、23～25の各14：00～17：00
☆13F HAKATA ONO＆BASEMENT SEA GARDEN ONO
カットケーキ（ガトーショコラ、スフレチーズ、苺のショートケーキ、ホワイトチョコと苺のムース、ONOの
地玉子プリン） ※クリスマスケーキは予約のみの受付
☆香水の16区
香水の量り売り！クリスマスフェア 愛のしずく pour de pay＜予定＞楽園の香り、愛のしずく（2種
類）、四季の香り（5種類）"
☆NOAKE×Biju mam
ボンボンチョコレート ・パウンドケーキ・アクセサリー類・フラワーマシュマロ （¥250～￥2,000）“
☆VETRO di KIKK0
ガラスのアクセサリー ネックレス（¥5,000～¥10,000）指輪（¥4,000程度）
キャンドルホルダー（¥6,000～¥7,000程度）ブレスレット（¥6,000～）

※ ご取材頂ける場合はお手数ですが、取材申込書の提出をお願いしておりますので、イムズ広報担当までご連絡頂きますよう宜しくお願い致します。

