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世界中で愛されるスヌーピーの世界が広がる
「グランベリーパーク クリスマス スウィートメロディ」開催
スヌーピーとコラボレーションしたクリスマスツリーやイルミネーションが登場！
2021 年 11 月 15 日（月）～12 月 25 日（土）まで
東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」直結のアウトレット複合商業施設「グランベリーパー

ク」は、2021 年 11 月 15 日（月）から 12 月 25 日（土）までの期間、スヌーピーと仲間たちが彩るクリ

スマスツリーやクリスマスイルミネーションが登場する「クリスマス スウィートメロディ」を開催します。
期間中は、グランベリーパーク全体にピーナッツの世界が広がります。
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スヌーピーと仲間たちが彩るクリスマスツリー

※画像はイメージです。変更になる場合がございます。
ピーナッツとコラボレ―ションした、冬のイベント「グランベリーパーク ウィンターハーモニー」の第
２弾「クリスマス スウィートメロディ」では、スヌーピーと仲間たちが彩るクリスマスツリーやイルミ
ネーションが、温かくカラフルな光でグランベリーパーク全体を彩ります。8m を超えるツリーは、光と音
楽、映像を連動し、スヌーピーと仲間たちが楽しくクリスマスハーモニーを奏でる様子を演出します。お
子様から大人まで、世界中から愛されるピーナッツの世界観をお楽しみいただけます。
また、クリスマスケーキや期間限定メニュー、スペシャルプライスアイテムの販売など、さまざまな企
画をご用意しています。さらに、グランベリーパークに隣接しているスヌーピーミュージアムでは、2021
年 11 月 3 日（水・祝）から大きなドッグハウス、スヌーピーの「ベリー・ハッピー・ホーム」の展示が新
たに始まります。今年の冬はグランベリーパークでスヌーピーと仲間たちと一緒に、楽しく心温まるクリ
スマスをお過ごしください。

■「クリスマス スウィートメロディ」概要
1. スヌーピーと仲間たちが彩るクリスマスツリー
実施期間：2021 年 11 月 15 日（月）～12 月 25 日（土）
点灯時間：16：00～22：00
場所：シアタープラザ
2. ピーナッツの世界が広がるイルミネーション
実施期間：2021 年 11 月 15 日（月）～12 月 25 日（土）
点灯時間：16：00～22：00
場所：グランベリーパーク全体
3. おうちパーティにクリスマスメニュー
実施期間：2021 年 11 月 15 日（月）～12 月 25 日（土）
4. グランベリークリスマスセール
実施期間：2021 年 12 月 18 日（土）～12 月 25 日（土）
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■「クリスマス スウィートメロディ」詳細
1. スヌーピーと仲間たちが彩るクリスマスツリー
スヌーピーと仲間たちが彩るクリスマスツリーがシアタープラザに登場。音楽に合
わせて、クリスマスツリーのイルミネーションが光り輝きます。
また、16 時から 20 時までの 30 分毎には、大型ビジョンと連動した演出も行いま
す。クリスマスツリーの光が空に向かって駆け上がり、ツリーの頂上にある星が光
ると同時に、大型ビジョンにスヌーピーと仲間たちが登場。スヌーピーのクリスマ
スミュージック"Linus and Lucy（ライナス アンド ルーシー）"が流れ、クリスマス
気分を盛り上げます。
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大型ビジョンでの映像イメージ
※画像はイメージです。変更になる場合がございます。

2. ピーナッツの世界が広がるイルミネーション
駅から訪れたお客様をお迎えする「ウェルカムプラザ」や季節ごとに装飾が変化する「アートプラザ」な
ど、施設に展開する７つの広場を中心に、オープンモール型の施設の特色を生かし、グランベリーパーク
全体でピーナッツの世界感をお届けします。スヌーピーと仲間たちのカラフルでにぎやかなイルミネーシ
ョンが館内の各所に散りばめられ、歩くだけでも楽しいワクワク感を演出します。

音符のイルミネーションがアクセントになったシャンパンゴールドを基調とする光の中で、スヌーピーと
仲間たちがプレゼントを抱えていたり、アイススケートを楽しんでいたり、思い思いにクリスマスを楽し
む姿を探してください。
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（画像左上から時計回りで）グランベリーブリッジ、ウェルカムプラザ、アートプラザ

※画像はイメージです。変更になる場合がございます。
グランベリーパークの正面となる「グランベリープラザ」では、スヌーピーと仲間たちが演奏会を開いて、
皆さまのお越しをお待ちしています。スヌーピーと仲間たちが奏でるにぎやかなクリスマスのハーモニー
もお楽しみいただけます。

グランベリープラザ
※画像はイメージです。変更になる場合がございます。

3. おうちパーティにクリスマスメニュー
実施期間：2021 年 11 月 15 日（月）～12 月 25 日（土）
今年も「おうちでクリスマス」をテーマに、テイクアウトメニューを中心にさまざまなオリジナルメニュ
ーを集めました。この時期限定の商品を取り揃えています。
【主なクリスマス限定商品】
※価格はすべて税込です。
●ギャレット ポップコーン ショップス
「スノーホワイト ピスタチオ」
販売期間：11 月１日（月）～12 月 25 日（土）
620 円～
香ばしいピスタチオと甘酸っぱいドライクランベリーがたっぷりつ
いたキャラメルクリスプ™を、ミルキーなホワイトチョコレートで
コーティングした、ホリデーシーズン限定の贅沢なフレーバーで
す。雪をイメージしたホワイトにクリスマスカラーのグリーンとレ
ッドで見た目にもクリスマス気分をお楽しみいただけます。
●パンパティ
「パネトーネ」
販売期間：11 月 1 日（月）～12 月 25 日（土）
ホール 1,620 円
6 分の 1 カット 270 円
ドライフルーツが入った、風味豊かな発酵パン菓子です。
イタリアでは、クリスマスの定番です。
皆様が過ごすクリスマスに優しいひと時を提供致します。
※価格が変更になる場合があります。
※販売期間は変更となる場合があります。
※画像はイメージです。変更になる場合があります。
●マイスイーツ
「クリスマスミックスベリーのショートケーキ５号」
販売期間：12 月 23 日（木）～12 月 25 日（土）
4,600 円
ふわふわのスポンジに、最高級生クリームとイチゴをサンド。
ミックスベリーをふんだんにのせた贅沢なクリスマスケーキです。
※画像はイメージです。変更になる場合があります。

●リンツ ショコラ ブティック
「ミニ リンツテディ バッグ」
販売期間：11 月 1 日（月）～12 月 25 日（土）
1,080 円
クリスマスデザインのバッグに、愛らしい「ミニ リンツテディ」と
クリスマス限定のチョコレートをアソートしました。
ちょっとしたギフトにもおすすめです。
※商品はなくなり次第、販売終了となります。

●ＰＸストア
「エウレカ ウッドボックスカレンダー」
販売期間：11 月中旬から
4,070 円
木製のブック型アドベントカレンダーです。日付けのついた 24 個の引
き出しの中に、お菓子とオーナメントが入っています。毎日ひとつずつ
お菓子をお召し上がりいただき、12 月 1 日から 12 月 24 日までカウン
トダウンができる商品です。お菓子は、星形のミルクチョコと丸いスト
ロベリー、レモン風味のキャンディーが入っています。オーナメントは
左側のツリーにかけられるので、クリスマスツリーも完成させること
が出来ます。

●ひつじのショーンビレッジ

ショップ＆カフェ

「ショーンのメープル照り焼きチキン」
販売期間：11 月中旬から

1,750 円
「ひつじのショーン」日本初のミュージアムカフェが提供するクリス
マス限定メニュー。自家製の照り焼きダレにメープルシロップをプラ
スして一晩、鶏肉を漬け込みました。お子様も安心してお召し上がり
いただけます。
※画像はイメージです。
※時価により価格が変更になる場合があります。
※状況により、盛り付けが変更になる場合があります。

４．グランベリークリスマスセール
実施期間：2021 年 12 月 18 日（土）～12 月 25 日（土）
110 店舗以上が、クリスマス限定のスペシャルプライスをご用意しています。大切な人や今年１年頑張っ
た自分へのご褒美に、お得なこの機会を利用して、是非グランベリーパークでショッピングをお楽しみく
ださい。
※詳しくは下記のグランベリーパーク公式ウェブサイトをご覧ください。
https://gbp.minamimachida-grandberrypark.com/winter_harmony/
（詳細は 11 月２日（火）18：00 に公開予定です。）
※予告なく変更になる場合がございます。

■大きなドッグハウス、スヌーピーの「ベリー・ハッピー・ホーム」
グランベリーパークのすぐ横には、アメリカ・カリフォルニア州サンタローザにあるピーナッツ・ファン
の聖地、シュルツ美術館の世界で唯一の公式サテライト「スヌーピーミュージアム」があります。
スヌーピーミュージアムでは、2021 年 11 月 3 日（水・祝）から、新たな展示が始まります。赤い屋根が
目印の、大きなドッグハウス、スヌーピーの「ベリー・ハッピー・ホーム」です。ドッグハウスの中には、
スヌーピーの大切な絵が飾ってあります。人気の画家・今井麗さんが描きました。誰も見たことがないド
ッグハウスを、ぜひ見に来てください。

左：スヌーピーの「ベリー・ハッピー・ホーム」
右：スヌーピーの「ベリー・ハッピー・ホーム」の登場を記念した商品。
フーディー（M・L）

6,600 円（税込）

今井麗
1982 年神奈川県出身。2004 年多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業。植本一子『かなわない』
（タ
バブックス、2016 年）や椰月美智子『明日の食卓』
（KADOKAWA／角川書店、2016 年）などの装画、
『暮
しの手帖』
（暮しの手帖社、2019 年 8-9 月号の表紙絵）、
『Casa BRUTUS』（マガジンハウス、2021 年 11
月号表紙絵）などを手掛ける。2018 年に初画集『gathering』
（Baci 刊）
、2021 年に新画集『Melody』
（PARCO
出版）を出版。おもな個展を 2019 年に XYZ collective（東京）、2020 年に Union Pacific（ロンドン）、Nidi
gallery（東京）、OIL by 美術手帖 PARCO（東京）
、project N 東京オペラシティ アートギャラリー（東京）、
2021 年に PARCO MUSEUM TOKYO（東京）
、Nonaka-Hill（ロサンゼルス）。グループ展では 2020 年に
「The Sentimental Organization of the World」Galerie Crèvecœur (パリ)、
「Echoes of Monologues」
ANOMALY（東京）、2021 年に「SHINING IN THE LOW TIDE」Unclebrother（ニューヨーク）
、「Nature
Morte」The Hole（ニューヨーク）に参加。
■グランベリーパーク 概要
東急株式会社と町田市の官民連携で再整備された「南町田グランベリーパーク」内に位置する、都内最大
かつオープンモール型のアウトレット複合商業施設。緑豊かな「鶴間公園」に隣接していることから、シ
ョッピングだけにとどまらず、施設内の 7 つの屋外広場と「鶴間公園」を舞台に、さまざまな体験を楽し
むことができる“エンターテインメントパーク”です。
名称：

グランベリーパーク

所在地：

〒194-8589 東京都町田市鶴間三丁目4-1

営業面積：

約51,000㎡

テナント数：

244

アクセス：

東急田園都市線 南町田グランベリーパーク 駅直結

営業時間：

ショップ：10:00～20:00 レストラン：11:00～22:00
※一部店舗により営業時間が異なります
※新型コロナ感染症拡大防止措置により、営業時間が上記と異なる場合があります

URL：

gbp.minamimachida-grandberrypark.com

【「ピーナッツ」とは】
「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrain
が41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミ
リーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中
に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、
チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不
滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中の
ファンの皆さまには、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソー
シャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを
通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペ
ース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、

宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。
日本では株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツがエージェントとして、ライセンスビジネスを展開
しています。
■関連URL
・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/
・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan
・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan
■掲載原稿確認のお願い
・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。
・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。
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