2022 年 11 月 4 日

ニューヨーク市観光局より、世界中の人々を魅了する
「ニューヨーク市 2022 年 ホリデーシーズン」情報をお届け
ニューヨーク市観光局
日本オフィス

―ニューヨーク市の 5 つのボロー（行政区）で、まもなく開催される
ホリデーイベント、アート・文化体験、ホテルキャンペーンをご紹介します―

トレード・マーケティングに

アメリカ合衆国・ニューヨーク市の公式ツーリズム・マーケティング機関であるニューヨーク市観光局

関するお問い合わせ

（正式英語団体名: NYC & Company、プレジデント＆CEO: フレッド・ディクソン）は、2022-2023
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年のホリデーシーズンに向けて、地元のニューヨーカーはもちろん、米国内や世界中から訪れる
人々に、1 年で最も華やかなニューヨーク市のホリデーシーズンのイベント情報をお届けいたします。
ニューヨーク市は、ホリデーシーズンを代表するデスティネーションとして知られており、今年も 5 つの
ボロー（行政区: マンハッタン、ブルックリン、ブロンクス、クイーンズ、スタテンアイランド）において、グ
ルメ、ショッピング、文化、エンターテインメントなど、さまざまなフェスティブ・シーズンならではの体験
やイベントを開催します。第 4 四半期は 1 年のうちで最も好調なシーズンであり、ニューヨーク市へ
の年間訪問者数の約 30％を占めます。ニューヨーク市の観光業は回復基調にあり、感謝祭から
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新年に渡る期間だけでも 650 万人が訪れると予想され、この期待に満ちた活気あるホリデーシー
ズンが到来します。2022 年末までに合計 5,670 万人がニューヨークを訪れると予測されており、こ
れは記録的な 2019 年の観光水準のおよそ 85%にあたります。

NYC & Company
c/o 株式会社オーダス
T (03) 5615-8177

ニューヨーク市観光局のプレジデント＆CEO のフレッド・ディクソンは、「ニューヨーク市を初めて訪
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は格別なものです。11 月中旬から 1 月にかけて、世界中から約 650 万人がニューヨーク市を訪れ

れる観光客にとっても、毎年恒例行事となっている人にとっても、ホリデーシーズンのニューヨーク市
ると予想されています。5 つのボローでは、Fifth Avenue やロックフェラー・センターでの、一生の思い
出となるこのシーズンならではの体験や、新しいホリデーマーケット、ポップイベント、パフォーマンスな
どが行われます」と述べています。
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ニューヨーク市で開催する、ホリデーシーズンを祝うイベント、パフォーマンス、アクティビティをご紹介
します。

＜毎年恒例のビックイベント＞
●メイシーズ・感謝祭パレード（Macy’s Thanksgiving Day Parade）
11 月 24 日｜マンハッタン
大型バルーンやファンタジー・フロート、ピエロ、パフォーマンスグループ、ブロードウェイの大作ミュージ
カル、セレブリティの出演など、豪華なイベントとして知られるニューヨーク市の伝統的な祭典は、今
年で 96 回目を迎えます。パレードは、West 77th Street と Central Park Wes のスタート地点から、
終点のデパート「メイシーズ」のヘラルド・スクエア本店まで進行します。
●ロックフェラ ー・センタ ー クリスマスツリー点灯式（Rockefeller Center Christmas Tree
Lighting Ceremony）

11 月 30 日｜ミッドタウン/マンハッタン
ロックフェラー・センターのクリスマスツリーは、80 年以上の伝統を持ち、毎年ホリデーシーズンになる
とロックフェラー・プラザを華やかに照らします。11 月 30 日の点灯式では、アーティストによるパフォー
マンスやクラシックなクリスマスソングが披露され、ツリーは 1 月中旬まで公開される予定です。
ニューヨーク市観光局

●ブルックリン最大のメノーラ点灯式（Lighting of the Largest Menorah in Brooklyn）

日本オフィス

12 月 18 日～25 日｜ブルックリン/プロスペクトハイツ

トレード・マーケティングに

ブルックリンのグランド・アーミー・プラザでは、ハヌカ祭が始まる 12 月 18 日から 8 日間、ブルックリン

関するお問い合わせ

最大のメノーラ（燭台）に毎晩 1 本ずつ点灯していきます。また、ライブ音楽、ホットラテ、子ども
たちへのプレゼントも用意されています。
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●大晦日 タイムズスクエア・ボールドロップ（New Year’s Eve Times Square Ball Drop）
12 月 31 日～1 月 1 日｜マンハッタン/タイムズスクエア
クリスタル・メーカー「ウォーターフォード」社製のタイムズスクエア・ボールは、ホリデーシーズンの間タイ
ムズスクエアで輝き続けますが、大晦日にその落下を直接見ることは一生に一度は見てみたい一
大イベントになること間違いなしです。12 月 31 日、タイムズスクエアに集まった観客とともに、ニュー
ヨーク市をはじめ世界中の何百万人もの人々がこのイベントの様子を中継で見ることができます。
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また、12 月 1 日からは『NYE（ニューイヤーズイブ） Wishing Wall』という壁が設置され、小さな色紙に
新年の抱負を書き込み、新年のカウントダウンでボールの落下と同時に、たくさんの願い事が書か
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れた紙吹雪が舞います（願い事の登録は直接 Wishing Wall に出向いて紙に書くか、オンライン
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でも可能です）。また、タイムズスクエアに設置される新年を表す数字（2023 年は「2」と「3」）が、
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One Times Square の頂上に昇り、新年を迎えるために点灯されるまでの詳細（TSQ.org）にもご
注目ください。

＜ホリデーシーズンを楽しむパフォーマンス・公演＞
●DREAM BIG：ビッグ・アップル・サーカス、45 周年記念でリンカーン・センターに再登場
11 月 9 日～1 月 1 日｜マンハッタン/アッパーウェストサイド
ビッグ・アップル・サーカスは 45 周年記念のシーズンを迎え、来場者を最新の興奮の眩いショーへと
誘います。リンカーン・センターの Big Top にて 8 週間限定で開催される DREAM BIG!では、大胆な
アクロバットが次々に繰り広げられ、大興奮のひと時を楽しむこと間違いなしでしょう。
●The RADIO CITY 「ROCKETTES」によるクリスマス・ショー
11 月 18 日～1 月 2 日｜マンハッタン/ミッドタウン
1 世紀近く、あらゆる世代の観客を魅了してきた、この愛すべきクリスマスの伝統が、再び The
Radio City Music Hall のミュージカル・ステージに帰ってきました。素晴らしい衣装、祝福の歌、一
糸乱れぬラインダンス、新しい演目を、毎日数回公演します。今こそ、このフェスティブ・シーズンの
風物詩を楽しむ時です。

●ブロードウェイのワンマンショー「クリスマス・キャロル 」（A Christmas Carol, a one-man show
on Broadway）
11 月 21 日～1 月 1 日｜マンハッタン/ミッドタウン
トニー賞受賞俳優のジェファーソン・メイズが、1 人で 50 以上の役柄に挑戦するブロードウェイ版『ク
リスマス・キャロル』が、ネダーランダー・シアター（Nederlander Theatre）で今シーズンも期間限定
ニューヨーク市観光局

上演されます。2019 年以来の再演で、主要な登場人物であるエベネーザ・スクルージ、タイニー・
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ティム、そして 4 人の幽霊が登場するディケンズの愛すべき物語が、劇場を訪れる人々を魅了する

トレード・マーケティングに
関するお問い合わせ

ことでしょう。
●ニューヨーク・シティ・バレエが贈るジョージ・バランシン版『くるみ割り人形』
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11 月 25 日～12 月 31 日｜マンハッタン/アッパーウェストサイド
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ージ・バランシン版『くるみ割り人形』はチャイコフスキーの代表的な作品で、洗練された衣装と壮
大な舞台セットで、厳かに舞う”雪の精”、跳ね踊る“キャンディーケーン”、そして”花のワルツ”など、
豪華絢爛な舞台と踊りで夢のような世界へと観客を誘います。11 月 27 日には、TDF Autism
Friendly Performances が、ニューヨーク・シティ・バレエ団の『くるみ割り人形』を初めて Autism
Friendly Performance（対自閉症・フレンドリー公演）として上演します。
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●セント・ジョージ・シアターのクリスマス・ショー
12 月 9 日～11 日｜スタテンアイランド/セント・ジョージ
毎年恒例のクリスマス・ショー。ラインストーンを散りばめた歌と踊りで、家族みんなで楽しめるエネル
ギッシュな 2 時間。このショーは、3 日間の限定上演で、セント・ジョージ劇場（St. George Theatre）
の修復のための資金調達も兼ねています。
●アポロシアターでアマチュア・ナイト・ホリデー・ショー
12 月 10 日｜マンハッタン/ハーレム
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アポロシアターのアマチュア・ナイト・ホリデー・スペシャルは、『アポロ・スターズ・オブ・トゥモロー
（Apollo Stars of Tomorrow）』に出演した、才能ある若いパフォーマーを紹介するショーです。こ
のプログラムは、エラ・フィッツジェラルドや H.E.R.など、アポロのステージでキャリアをスタートさせた伝
説のミュージシャンの背中を追う若きパフォーマーたちのスピリットを捉えたものです。
●メトロポリタン・オペラによる『魔笛』 ホリデー公演
12 月 16 日～1 月 6 日｜マンハッタン/アッパーウェストサイド
メトロポリタン・オペラ（The Met Opera）の英語公演では、モーツァルトのおとぎ話を簡略化し、魅
力的なストーリーと魅惑的な音楽で、あらゆる年齢層の観客にホリデーシーズンの楽しみを提供し
ています。今年のシリーズでは、ジュリー・テイモア氏演出による魅力的な作品をダンカン・ウォード
氏が指揮し、メット・オペラのデビューを飾ります。
●ブルックリンバレエ団による『ブルックリン・ナットクラッカー』 キングスシアターにて
12 月 17 日｜ブルックリン/フラットブッシュ

『ブルックリン・ナットクラッカー』は、ホリデーシーズンの定番作品『くるみ割り人形』のおなじみのキャ
ラクターやシーンを、ブルックリンの多様な伝統と活気ある文化により表現した作品です。古くはオラ
ンダ入植者で賑わっていたブルックリンから有名なフラットブッシュ通りまで登場し、ユニーク且つ名人
芸に溢れた、この地区のスピリットを讃える作品となっています。

ニューヨーク市観光局
日本オフィス
トレード・マーケティングに
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●ニューヨーク管弦楽団（The New York String Orchestra）による『クリスマス・イブ コンサー
ト』 カーネギーホールにて
12 月 24 日｜マンハッタン/ミッドタウン
50 年以上にわたりカーネギーホールの聴衆に愛されてきたニューヨーク管弦楽団が、ハイメ・ラレド
氏の指揮で毎年恒例のクリスマス・イブ コンサートを開催します。このコンサートでは、毎年米国で
最も有名な若手音楽家がゲスト・アーティストとともに演奏します。
●クワンザ ｜リジェネレーションの祭典 アポロシアターにて
12 月 30 日｜マンハッタン/ハーレム
アポロシアターでは、毎年恒例のクワンザ・セレブレーションを開催。”クワンザ（Kwanzaa）”とは、
主に米国内のアフリカ系アメリカ人の間で祝われる年末行事のことで、アブデル・サラーム率いるフォ
ース・オブ・ネイチャー・ダンスシアターによる、音楽、パーカッション、モダンダンス、アフリカンダンスでパ

リリースに関するお問い合わせ

ワフルな一夜を繰り広げます。今年は特別ゲストとしてポーリン・ジーンを迎え、この特別な季節に

およびプレス担当

「団結」と「自己決定」、そして「地域社会への貢献と分かち合い」を祝います。
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＜今冬の展示＆文化イベント＞
●シーポートの NYC セレブレーション
ホリデーシーズン中開催｜マンハッタン/ロウアーマンハッタン
シーポート（The Seaport）とピア 17（Pier 17）の伝統ある石畳のストリートが、ホリデー・セレブ
レーションのエキサイティングな会場に様変わりする、1 年で最も素晴らしい時期です。12 月 18 日
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に行われるハヌカ・メノラ・ライティング（ユダヤ教によるホリデーシーズンの祭典）や、通りのあちこち
に飾られたデコレーションなど、様々なフェスティブ・シーンをお楽しみください。
●スペクタキュラー・ファクトリー｜ホリデー・マルチバース ARTECHOUSE にて
11 月 19 日～1 月 8 日｜マンハッタン/チェルシー
デジタル・アートとエクスペリエンス・アートのパイオニアである ARTECHOUSE では、家族みんなで楽し
める、没入型の楽しいホリデー・アート体験を開催します。スペクタキュラー・ファクトリー｜ホリデー・
マルチバース（SPECTACULAR FACTORY: The Holiday Multiverse）は、ホリデー色に彩られた街
のマルチバースに没頭できるプログラムを一般公開します。巨大なジングルベルが揺れ動く中、たく
さんのくるみ割り人形が集まるパーティーに参加したり、リースの中を走るスリル満点の列車に乗った
り、キャンディーケーンのメリーゴーランドに乗ったりと、この季節ならではの、様々な体験ができます。
●ニューヨーク植物園のホリデー・トレイン・ショー
11 月 19 日～1 月 16 日｜ブロンクス/ベッドフォードパーク

ホリデー・トレイン・ショーは、30 年以上にわたり人気のホリデーシーズンの伝統行事で、訪れる
人々に思い出を作り続けています。白樺の樹皮、蓮のさや、シナモンスティックなど自然素材を使っ
て再現された 190 以上のニューヨークの名所のレプリカが展示され、来場者はその中を走る美しい
鉄道模型を見ることができます。

ニューヨーク市観光局
日本オフィス
トレード・マーケティングに
関するお問い合わせ

●メトロポリタン美術館『クリスマスツリーとナポリ伝統工芸人形』の展示 The Met Fifth
Avenue にて
11 月 22 日～1 月 8 日｜マンハッタン/アッパーイーストサイド
ニューヨーク市の伝統と言える、メトロポリタン美術館の『クリスマスツリーとナポリの伝統工芸人形』
の展示は、台座の周りにキリスト降誕の場面が飾られたクリスマスツリーで、1964 年にアメリカのア
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ーティスト＆コレクターのロレッタ・ハインズ・ハワード氏が寄贈した 18 世紀のナポリの伝統工芸人形
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●Fifth Avenue（五番街）で開催 「The Fifth Season」 と新しいオープン・ストリート
12 月 4 日～ホリデーシーズン中開催｜マンハッタン/ミッドタウン
マンハッタンを代表する Fifth Avenue（五番街）のホリデーシーズンを盛り上げる「The Fifth
Season」が 2 年目を迎えます Fifth Avenue Association（五番街協会）では、今年も世界中か

リリースに関するお問い合わせ

らのお客様をお迎えし、ホリデーシーズンを彩るショー・ウィンドウや、煌めくデコレーションの数々を楽
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しんでいただきます。そして今シーズン、Fifth Avenue は新たなオープン・ストリートをスタート。この
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新しいプログラムでは、Fifth Avenue を歩行者天国にし、歩道には様々な屋台フードや、地元の
合唱団・器楽アンサンブルらを招き、演奏を披露します。
●アポロ・ウィンター・ワンダーランド（Apollo Winter Wonderland）
12 月 10 日｜マンハッタン/ハーレム
アポロシアターのシンボルである、ネオンがきらめく看板の前で、サンタクロースとの写真撮影や楽し
いパフォーマンスなど、ホリデーをテーマにしたファミリー向けのアクティビティを開催します。このイベント
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は、アポロシアターのツアーディレクター兼アンバサダーであるビリー・ミッチェル氏が主催します。
●アメリカ自然史博物館（American Museum of Natural History）の折り紙・ホリデーツリー
11 月 21 日～ホリデーシーズン中開催｜マンハッタン/アッパーウェストサイド
今年で 50 周年を迎えた約 3.6m の”折り紙”ホリデーツリーは、「Gems of the Museum」をテーマ
に、金色の記念モデル 50 点が特別に制作され、煌びやかに飾られます。
●「ホリデーリース・ワークショップ」 ウェーブヒルにて
12 月 3 日～4 日｜ブロンクス/リバーデール
フラワーデザイナーのハナコ･シマモト氏が、世界にひとつだけのホリデーリースを制作するための、簡
単なテクニックを伝授します。

＜ホリデー・イルミネーション＞

●「シャイン・ブライト・オンリー・アット・ハドソンヤード」（ハドソンヤードのイルミネーション）
ホリデーシーズン期間中｜マンハッタン/ハドソンヤード
光輝くイルミネーションが、再びドソンヤードにやってきます。米大手金融機関のウェルズ・ファーゴが
提供する「シャイン・ブライト・オンリー・アット・ハドソンヤード」は、200 万個を超える煌めくイルミネー
ションが特徴で、全長 185km にも及ぶイルミネーションライトが 725 本の街路樹や広場、ガーデン
ニューヨーク市観光局

に華やかなホリデーライトを灯します。また、ショッピングエリアの吹き抜けには、高さ約 5m の熱気球
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を模したイルミネーションが飾られます。
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●NYC ウィンター・ランタン・フェスティバル：東方への旅
10 月 21 日～1 月 8 日｜スタテンアイランド/セントジョージ
NYC ウィンター・ランタン・フェスティバルは今年で 4 年目を迎え、スタテンアイランドの SIUH コミュニテ
ィパークを新しい会場とし、没入型の光の世界へと変貌を遂げます。DJ ライブ、プロジェクションマッ
ピング、フードベンダーなどに加え、1000 坪を超える広さのイルミネーションを楽しむことができます。
●NYC ウィンター・ランタン・フェスティバル：農場のイルミネーション Queens County Farm
Museum にて
11 月 11 日～1 月 8 日｜クイーンズ/グレンオークス

リリースに関するお問い合わせ
およびプレス担当
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2 年目を迎える Queens County Farm Museum での NYC ウィンター・ランタン・フェスティバルは、花
や、トラクター、農場で飼育されている動物などをかたどった手作りの大型ランタンとホリデーライトで、
農場を没入感のある光のオアシスに変身させます。
●ブルックリン植物園のライトスケープ
11 月 16 日～1 月 8 日｜ブルックリン/プロスペクトハイツ
ブルックリン植物園（Brooklyn Botanic Garden）の 6 万坪を超える敷地内を通るおよそ 1.6km
のトレイル道で、自然の美しさを称えるライスケープとともに、サンセット後の庭園の探検をぜひお楽
しみください。初年度は完売御礼だったライトスケープですが、今年は定番の作品に加え、新しい
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作品も登場します。大聖堂を模した光のトンネルや、ファイヤーガーデン、光の海、そして地元のア
ーティストによるライトワーク作品を、キュレーションされたサウンドトラックとともにお楽しみください。
●ブロンクス動物園ホリデーライト
11 月 18 日～1 月 8 日｜ブロンクス/ブロンクスパーク
ブロンクス動物園（Bronx Zoo）のファミリー向けホリデー・ライト・フェスティバルでは、約 90 種の動
物・植物を 360 個以上のランタンで表現し、来場者と本物の野生動物を結びつけます。夕方から
夜にかけて、動物園内では、臨場感あふれる光のディスプレイ、動物ランタン（実物大や実物より
大きいものもあります）、光のアニメーション・ショーが煌めき、ホリデーシーズンならではの歓声に包
まれるでしょう。このイベントでは、お菓子やクラシックなホリデー音楽など、さまざまなエンターテインメ
ントが用意されています。この伝統的なイベントは、あらゆる世代の来場者を魅了し、今年のホリ
デーシーズンの幕開けに最適なものとなるでしょう。
●NYBG GLOW（ニューヨーク植物園のイルミネーション）

11 月 18 日～1 月 14 日の特定日|ブロンクス/ベッドフォードパーク
ニューヨーク植物園の美しさを発見する「NYBG GLOW」は、日没後に園内を象徴する風景や歴史
的建造物を美しくライトアップします。過去 2 年間の開催で完売したイベントをさらに発展させ、植
物園の壮大なコレクションをより多く紹介する、このホリデーシーズンには見逃せないイベントです。
ニューヨーク市観光局

●シティ・フィールドで開催される「Amaze Light Festival」

日本オフィス

11 月 20 日～1 月 8 日の特定日｜クイーンズ/フラッシング

トレード・マーケティングに

「Amaze Light Festival」では、あらゆる年齢層の来場者を歓迎し、輝き、音楽、フード、ダンス、お

関するお問い合わせ

祝い、そして驚きに満ちた世界でホリデースピリットを感じてもらいます。「Amaze」のストーリーに登
場する愛らしいキャラクター、”ジング”と”スパーキー”がお客様をお迎えし、ステージのダンサーやシン

NYC & Company
c/o 株式会社ソロ
T (03) 4570-6434
アカウントディレクター 山田 隆
japan-trade@nycgo.com
yamada@soloinc.jp
M 080-6649-5121

ガーが繰り広げるライトショーに導きます。ホリデーマーケットを訪れた後は、スパーキーズ・スウィー
ト・スポットに立ち寄って、ご褒美スイーツや、セイボリー、特製ドリンクやカクテルをお楽しみください。
ほかにも、Zing's Ice Thrill Hill を滑り降りたり、列車に乗って不思議な体験をしたり、サンタに手紙
を書くなど、一生の思い出を作ることができます。
●ダイカーハイツのクリスマス・イルミネーション・ツアー
12 月 1 日～31 日（24 日、25 日を除く）｜ブルックリン/ダイカーハイツ
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およびプレス担当
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ブルックリンに向かい、"ダイカーライト "としても知られるダイカーハイツの豪華なクリスマスイルミネーシ
ョンをぜひ体験してみませんか？マンハッタンから出発するこのガイド付きバスツアーでは、ユニークに
装飾された家々を眺め、この地域の伝統の歴史や逸話を学ぶなど、特別な体験ができます。
●ホリデー・ティンカー・フェスティバル：サンタのワークショップ＆ツリー点灯
12 月 3 日｜クイーンズ/フラッシング
ルイス・ラティマー・ハウス・ミュージアム（Lewis Latimer House Museum）では、毎年恒例のツリー
点灯と、家族連れや子どもたちが楽しむのに最適な楽しいウィンター・アクティビティが開催されます。
北極でのミニ・ウィンター実験を試したり、エルフティンカーショップ（Elf Tinker Shop）で食べられる
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雪だるまを作ったり、クラウス夫人と一緒にジンジャーブレッド・アート＆クラフトを楽しんだり、地元の
人も観光客も一夜限りのイベントを思う存分ご堪能ください。

＜ホテルのフェスティブ・オファー＞
●NYC ホテルウィーク｜この冬、NYC のホテルステイのギフトを贈ろう
11 月中旬より販売開始
ニューヨーク市観光局（NYC & Company）による、第 2 回となる「NYC ホテルウィーク SM」は、NYC
レストランウィーク®、NYC ブロードウェイウィーク SM、NYC マスト・シーウィーク SM といった、代表的なプ
ログラムとともに、2023 年に再び開催される予定です。11 月中旬から販売され、23％割引で大
切な人へニューヨーク・ステイを贈ることができます。2023 年 1 月 3 日から 2 月 12 日までの宿泊に
適用されます。
●「ホーム・フォー・ザ・ホリデーズ」 by Loews Regency New York
12 月 30 日まで販売中｜マンハッタン/アッパーイーストサイド

ホリデーシーズンの必見スポットを巡ったり、あるいは大切な人と過ごしたりするために、ニューヨーク
市でのステイを予定している旅行客向けに Loews Regency New York は、特別ウェルカムアメニテ
ィ、ホリデー色に飾られた The Regency Bar & Grill でのペア・ドリンク券など、ユニークで思い出に残
るプログラムをご用意しました。滞在するすべてのお客様がホリデーシーズンをご自宅で過ごすような
アットホームな空間をご提供いたします。
ニューヨーク市観光局
日本オフィス
トレード・マーケティングに
関するお問い合わせ
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●The Plaza でのホリデーステイ
11 月 24 日～1 月 1 日｜マンハッタン/ミッドタウン
ホリデーシーズンを象徴するホテル、The Plaza のレストラン「The Palm Court」でのアフタヌーンティー
をはじめ、サンタクロースの訪問、「ホーム・アローン 2」体験、エロイーズ・ポップアップショップで一点
物のギフトを選ぶなど、さまざまなホリデー体験をお楽しみいただけます。
●Lotte New York Palace で「サンタへ手紙を送ろう」を開催
11 月 27 日～12 月 23 日｜マンハッタン/ミッドタウン
Lotte New York Palace では、毎年恒例の「Letters to Santa～サンタへ手紙を送ろう」プログラムを
実施します。チェックイン時にお客様全員にカスタマイズしたポストカードをお渡しし、お客様ご自身
がサンタへの手紙を書き、ホテル内のサンタ・メールボックスに”投函”していただきます。毎晩、北極

リリースに関するお問い合わせ

の郵便配達人がこのハガキを受け取り、ホテルのゲスト・エクスペリエンス係とサンタクロース本人が

およびプレス担当

それを読みます。サンタクロースのデスクから届いた返事は、お客様のお部屋に飾られ、大切な思い
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出となることでしょう。
●The Refinery Hotel のウィンター・スペクタキュラー
12 月 1 日～31 日｜マンハッタン/ミッドタウン
The Refinery Hotel のウィンター・スペクタキュラーはご宿泊のお客様にきっとご満足いただけることで
しょう。12 月中、このスペシャル・オファーでご予約いただいたお客様には、ご到着時に本物のクリス
マスツリー、ホットチョコレート、ミルク、クッキー、ジンジャーブレッドハウスキット（ご要望により）をご
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用意いたします。旅行者の方にも、ローカルのニューヨーカーにも、楽しい滞在をお約束します。
●The Knickerbocker Hotel で 2023 年のニューイヤーを迎えよう
12 月 31 日｜マンハッタン/ミッドタウン
The Knickerbocker Hotel は伝統を守りつつ、毎年恒例の大晦日パーティーで 2023 年の新年を
迎え祝います。このユニークなイベントは、タイムズスクエア・ボールの真下で行われ、世界で最も近
い場所でタイムズスクエア・ボールのライブビューを見ることができる、スペシャルな一夜を楽しみことが
できます。

＜アイススケートリンク＆アウトドア・アクティビティ＞
●ロックフェラー・センターのスケートリンク
11 月 5 日～ホリデーシーズン期間中｜マンハッタン/ミッドタウン
世界的に有名なアイススケートリンクが今年のホリデーシーズンに戻ってきます！ニューヨーク市のシ
ンボルであるクリスマスツリーの下でスケートを楽しむという、ニューヨークならではホリデー体験ができ

ること間違いなしです。また、ブランド「Coach」とのコラボレーションにより、ロックフェラー・センターでは、
オーダーメイドのホリデーギフトショップ、クリスマス菓子を提供するカスタムホスピタリティカート、
Coach 製品のカスタマイズをその場で行うライブパッチなどを開催します。12 月には、サンタが氷上
に登場する予定です。

ニューヨーク市観光局
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●ブライアント・パーク（Bryant Park）のスケートリンク
10 月 28 日 ～ホリデーシーズン期間中｜マンハッタン/ミッドタウン
ブライアント・パーク（Bryant Park）のウィンタービレッジで、約 1,600 ㎡の広さを誇る屋外アイスス
ケートリンクを無料でお楽しみください。また、ホリデーショップ、無料のショー、イベント、アクティビティ、
「The Lodge」での食事やドリンクも楽しめます。
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●セントラルパークのウォルマン・リンク （Wollman Rink）
10 月 23 日～ホリデーシーズン期間中｜マンハッタン/ミッドタウン
ウォルマン・リンク（Wollman Rink）の 2022-2023 年アイスシーズンは一般開放を再開し、絵のよ
うに美しいマンハッタンのスカイラインを背景に、セントラルパークでスケートを楽しむことができます。
今年のウォルマン・リンクはカルチャー・パスと提携し、またウォルマン・リンク・アクセス・プログラムの拡
大により、これまでリンクに足を運ぶことができなかったニューヨーカーにアクセスを提供することができ

リリースに関するお問い合わせ

るようになりました。
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●クラシックハーバーライン（Classic Harbor Line）のホリデー クルーズ
ホリデーシーズン期間中｜マンハッタン
ニューヨーク市のスカイラインや自由の女神を眺めながら、イースト川とハドソン川を横断し、4 コース
のホリデーブランチクルーズ、ココア＆キャロルズクルーズなどのホリデーをテーマにしたクルーズを楽し
むことができます。
●シティ・クルーズ（City Cruises）の ホリデークルーズ
ホリデーシーズン期間中｜マンハッタン
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ニューヨーク市でのクリスマス・イブや、クリスマス・デー、ニューイヤーのダイニング・クルーズなど、ガラス
張りのクルーズ・デッキから、イースト川とハドソン川を横断しながら、華やかな装飾、食事、そして
街の素晴らしい景色をお楽しみください。
●NYRR ミッドナイト・ラン in セントラルパーク
12 月 31 日-1 月 1 日｜マンハッタン/ミッドタウン
「NYRR ミッドナイト・ラン」に参加し、新しい年を両足でスタートしましょう。2023 年へのカウントダウ
ンは午後 11 時 59 分に始まり、真夜中には花火が夜空を彩り、4 マイル（約 6.4 ㎞）レースのス
タートが切られます。
●コニーアイランド・ポーラープランジ
1 月 1 日｜コニーアイランド/ブルックリン

毎年 1 月 1 日に、ポーラー・ベア（ホッキョクグマ）・クラブのメンバーと共に、このイベントにエントリ
ーする”勇敢”な参加者は、コニーアイランドの極寒の海へ飛び込みます。水温はおよそ 4-5℃、気
温は氷点下になる大西洋に、何百人もの勇敢な人々が飛び込んでいくのをご覧ください。このイベ
ントは無料ですが、入場料の代わりに、参加者は地域団体に寄付をすることが奨励されています。
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＜ホリデーシーズン期間のショッピング情報＞
●「ノードストローム（Nordstrom）」でメリーなひとときを
ホリデーシーズン期間限定発売中｜マンハッタン/ミッドタウン
米大手百貨店「ノードストローム」は、トニー賞受賞パフォーマーである Leslie Odom Jr.とエミー賞ノ

NYC & Company

ミネート女優 Christina Ricci、そしてその家族らを起用したホリデーキャンペーンで、再びお客様を
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「Make Merry～メリーなひととき」に誘います。このキャンペーンでは、Odom Jr.と Ricci の家庭で共
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有された最高の商品、ストーリー、体験を厳選して紹介し、ホリデーショッピングの計画を立てるタイ
ミングに合わせます。このカタログは現在、オンラインと一部の店舗で入手可能です。
●フラッグシップストア（旗艦店）でショッピング
ホリデーシーズン期間限定販売中｜マンハッタン/ミッドタウン

リリースに関するお問い合わせ

Macy’s（メイシーズ）、Bloomingdale’s（ブルーミングデールズ）、Bergdorf Goodman（バーグ

およびプレス担当

ドルフ・グッドマン）、Cartier（カルティエ）、Saks Fifth Avenue（サックス・フィフス・アベニュー）な
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どのフラッグシップ・ストアで、友人や家族に贈る今シーズン最高のホリデー・プレゼントを探しましょう
●第 36 回「マディソンアベニューの奇跡（Miracle on Madison Avenue）」
ホリデーシーズンを通して｜マンハッタン、アッパーイーストサイド
ニューヨーク市のホリデーショッピングの伝統である、第 36 回「マディソンアベニューの奇跡（Miracle
on Madison Avenue）」は、メモリアル・スローン・ケタリング癌センター協会 （The Society of
Memorial Sloan Kettering Cancer Center）の小児科プログラムに貢献するものです。
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●バンク・オブ・アメリカ「ウィンタービレッジ」 ブライアントパークにて
10 月 28 日～ホリデーシーズン期間中｜マンハッタン/ブライアントパーク
ブライアントパークにあるヨーロッパスタイルのバンク・オブ・アメリカ「ウィンタービレッジ」では、旅行者も
ニューヨーカーも一緒になって、喜ばれること間違いなしのギフトやスイーツ、そして心地よいお酒や
冬のアクティビティで、クリスマスシーズンの幕開けを祝います。
●グランド・セントラル・ターミナルでショッピング
11 月 14 日～12 月 24 日｜マンハッタン/ミッドタウン
グランド・セントラル・ターミナルは、この 11 月、この時期恒例の室内型ホリデー・フェアを、2 年ぶり
にヴァンダービルト・ホールの豪華な会場で再開します。グランド・セントラル・ターミナルのホリデー・フ
ェアは、ニューヨーク市で最も人気のあるアトラクションの一つで、何千人ものニューヨーカーや通勤
客、そして観光客を迎え、厳選されたホリデーショッピングとギフト体験を提供します。今年は、
「Ekologic」、「Garden of Silver」、「Rebel Designs」など、36 の店舗が出店します。

●ユニオン・スクエア・ホリデー・マーケット
11 月 17 日～12 月 24 日｜マンハッタン/ユニオンスクエア
アーバンスペースで最も長い歴史を持つ、ユニオン・スクエアでのホリデーマーケットが今年も開催さ
れます。160 以上の店舗が出店し、地元の職人、アーティスト、起業家によるユニークなギフトを提
ニューヨーク市観光局
日本オフィス
トレード・マーケティングに
関するお問い合わせ

供します。
●ブルックリン・ホリデーフリーマーケット
11 月 24 日～12 月 24 日｜ブルックリン/ダンボ
ブルックリン・ダンボを象徴するブルックリン・ホリデーフリーマーケットが、開催地である Pearl Street に
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再びやってきます。この地区で最も人気のあるアトラクションの一つで、地元の業者を支援し、ビン
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テージ品やアンティーク品、工芸品、グルメ・フードなどの店舗を出店しており、ホリデーショッピングを

アカウントディレクター 山田 隆
japan-trade@nycgo.com
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M 080-6649-5121

お楽しみいただけます。
●グランド・ホリデー・バザール
11 月 27 日～12 月 18）｜マンハッタン/アッパーウェストサイド
キャンドル、スキンケア製品、ファッション、ハンドバッグ、ビンテージアクセサリー、コレクターズアイテム、

リリースに関するお問い合わせ

ハンドメイドのジュエリーや家具、珍しいアンティークシルバーやガラス製品、そしてもちろん美味しい

およびプレス担当

職人のお菓子や食品など、一点物のハンドメイドのホリデーデコレーションやギフトにぴったりのアイテ
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ムが揃います。毎年、このマーケットは 1,000 以上の地元の独立系小売店に、手頃な価格の小
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売スペースを提供し支援しています。
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●コロンバスサークル（Columbus Circle）・ホリデーマーケット
11 月 28 日～12 月 24 日｜マンハッタン/アッパーウェストサイド
ニューヨークの象徴であるセントラルパークを散策しながら、地元の職人やデザイナーによるアート、
ジュエリー、ホームグッズ、おいしい食べ物の数々に夢中になることでしょう。

nycgo.com
twitter.com/nycgo
facebook.com/nycgo
instagram.com/nycgo

ニューヨーク市でのシーズンホリデー関連情報は nycgo.com/holidays を閲覧ください。

ニューヨーク市観光局（NYC & Company）
ニューヨーク市にある 5 つの行政区（ブロンクス、ブルックリン、マンハッタン、クイーンズ、スタテンアイ
ランド）全域の観光推進および経済発展、そしてイメージ向上を目的とした、ニューヨーク市の公
式ツーリズム・マーケティング機関です。公式 HP: www.nycgo.com

「ニューヨーク市のホリデーシーズン情報」関連画像データ:
https://spaces.hightail.com/space/odbimvNXL2
これらのメディア資産をダウンロードすることにより、利用者は以下の条件に同意したものとみなされます:
ニューヨーク市観光局（NYC & Company）は、プレス用途に限り、その使用を許諾しています。提供するメディア資産のす
べてまたは一部を報道目的以外に使用すること（メディア資産の複製、配布、販売を含むが、これに限定されない）は禁

止されています。また、ニューヨーク市観光局の許可なく、メディア資産を商業目的で使用したり、いかなる形でもリブランディ
ングすることはできませんのでご注意ください。
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