
    

NEWS RELEASENEWS RELEASENEWS RELEASENEWS RELEASE                                        2015 年 11 月 16 日    

報道関係者各位                                  ウェスティンナゴヤキャッスル 

｢ADVENTUROUS｣をテーマに 
WESTIN CHRISTMAS 2015 を開催！ 

デジタルインタラクティブアート・レストラン・宿泊プランなど最新情報 

ウェスティンナゴヤキャッスル（名古屋市西区樋の口町 3 番 19 号／総支配人 二村等）では、11 月

17 日（火）から 12 月 25 日（木）まで、“Adventurous（アドベンチャラス）”をテーマに「WESTIN 

CHRISTMAS 2015」を開催致します。 

 
◆◆◆◆Christmas イルミネーションイルミネーションイルミネーションイルミネーション        2012012012015555 年年年年 11111111 月月月月 11117777 日（日（日（日（火火火火）～）～）～）～12121212 月月月月 25252525 日（日（日（日（金金金金））））    

今年のクリスマステーマは「Adventurous（アドベンチャラス）」。Travel・history ・story・nature・ 

globe・snow・trunk・future・discovery・memories・happiness・curiosity・enjoy をキーワード

に“Adventurous”なウェスティンクリスマスデコレーションをお届け致します。 

 

■ホテル外周 生け垣 チャペル周りイルミネーション・エントランス 

約 18,000 球の LED でホテル外周を装飾。チャペル周りの樹木には、シャンパンゴールド色とホワ

イト色のイルミネーションを組み合わせてロマンチックな雰囲気を演出。エントランス柱には華やか 

なゴールド系オーナメントで装飾したモミのパネルを設置し、皆様をおもてなしします。 

 
 

 

■1F ロビー入り口・メインツリー 

ロビー入り口には、旅行家の書斎をイメージし、世界地図や地球儀、古書、旅行トランクにもオーナ

メントをいっぱい詰め込み、訪れたゲストがわくわくするような遊び心ある装飾を配置。またロビー

のメインツリーは約 4.5ｍの雪がけモミの木に鉄道チケットをイメージしたポストカードやトランク、

自然素材のオーナメント、アンティークボックスなどをあしらい、温もりを感じさせる空間を演出し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■その他設置箇所 

11 階メインレストラン｢クラウン｣、地下 1 階、2 階ロビー、3 階ウエディングサロン、8 階ライブラ

リーカフェ、フィットネスクラブに個性あふれる様々なツリーが登場。 

 



 
◆◆◆◆Christmas デジタルデジタルデジタルデジタルインタラクティブアートインタラクティブアートインタラクティブアートインタラクティブアート        11111111 月月月月 11117777 日日日日（（（（火火火火））））～～～～11112222 月月月月 25252525 日（日（日（日（金金金金）））） 
“Adventurous”をテーマにクリスマスデジタルインタラクティブアート（制作企画：株式会社アイ

デアクラウド）の展示を、11 月 17 日から 12 月 25 日まで 1 階ロビーにて開催いたします。 

 

■開催概要 

期間：2015 年 11 月 17 日（火）～12 月 25 日（金） 

時間：①10：00～14：00／②15：00～17：00 ③19：00～21：00 

場所：ウェスティンナゴヤキャッスル 1F ロビー 

 

■展示内容 

 デジタルインタラクティブアート－ファンタジックワールド－ 

今回の展示では、クリスマスに想いをはせるココロから生み出される空想の中で、クリスマスの風景

を旅するようなワクワクする気持ちを表現しています。 

額縁の中には、クリスマスを感じさせるさまざまな情景が映し出されます。展示パネルの前に立つと

センサーが人を感知してサンタの影が出現し、自分の影のように画面内を一緒に移動するセンシング

技術を利用しており、訪れた方が映し出された世界の中に入り込んだような体験ができます。 

 

■センシング技術について 

 一般的なセンシング技術とは、必要な情報を用意された手法や装置を使用して収集することをさしま

す。今回の展示では、赤外線センサーを利用し、決められた範囲内を通る人の動きを感知して、人の

影をサンタクロースの影に変換して投影しています。 

 

■上映イメージ 

 

■関連リンク 

○プロジェクト公式サイト 

  http://projection-mapping.biz/westin2015christmas 

○ウェスティンナゴヤキャッスルホームページ 

http://www.castle.co.jp/wnc/ 

○株式会社アイデアクラウドホームページ 

http://idea-cloud.com/ 

 



 
◆◆◆◆Christmas 宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン 
■■■■Adventurous Xmas     ～おとなのナイト水族館ツアー付～おとなのナイト水族館ツアー付～おとなのナイト水族館ツアー付～おとなのナイト水族館ツアー付～～～～ 
 ウェスティンナゴヤキャッスル限定 名古屋港水族館貸切プラン。 
 一夜限りのアクアナイトツアーをお楽しみください。 
 
 開催日：2015 年 12 月 22 日（火） ※ペア 15 組限定 

＊16 歳以上限定のプランです 

＊観覧場所に限りがございます 

＊3 日前までの要予約 
料 金：スタンダードダブル／ツイン（城側）  1 室 2 名様 ￥33,000 
料 金：スタンダードツイン（街側）      1 室 2 名様 ￥31,000 

料 金：スタンダードダブル（街側）      1 室 2 名様 ￥29,000 

特 典：・名古屋港水族館閉館後の限定入場特典 1 時間滞在ツアー（17:15～18:15） 

・ホテル⇔名古屋港水族館の送迎 

・水族館限定グッズ（1 室 1 セット） 

・朝食（和洋ブッフェ） 

 

◆◆◆◆Christmas レストランプランレストランプランレストランプランレストランプラン 
■■■■Christmas ディナーディナーディナーディナー 
レストラン 4 店舗で特別な夜を華やかに演出するクリスマスディナーを 

ご用意します。 

期間：2015 年 12 月 19 日（土）～12 月 25 日（金） 

 

＜コンテンポラリー・ダイニング クラウン＞ 

名古屋城を眼前に望みながら楽しむフュージョンフレンチ。 

 時間：17：00～22：00（L.O.21：30） 

 料金：15,000 円（12 月 23 日・24 日除く）・18,000 円・25,000 円 

 

＜クラウン鉄板焼＞ 

 目の前で焼き上げる音と香りのライブパフォーマンス。 

 時間：17：00～22：00（L.O.21：30） 

 料金：19,000 円・26,000 円・35,000 円 

 

＜日本料理「西の丸」＞ 

 和で楽しむ、和やかなクリスマス会席。 

 時間： 17：00～21：30（L.O.21：00） 

 料金：10,000 円（グラスシャンパン付き） 

 

＜中国料理「柳城」＞ 

 豪華食材を端正な技で仕上げるチャイニーズクリスマス。 

 時間：17：00～21：30（L.O.21：00） 

 料金：12,000 円（グラスシャンパン付き） 

 

＜オールデイ・ダイニング「ブローニュ」＞ 

 クリスマスディナーブッフェに 3 大メイン料理をご用意。 

 時間：17：30～21：00 90 分 2 部制（①17：30②19：30） 

 料金：大人 6,000 円・シニア（65 歳以上）5,700 円 

小人（4 歳～小学生）3,500 円 

 

 



 

■■■■Christmas ランチランチランチランチ 
 レストラン 4 店舗にてクリスマス期間限定の特別ランチをご用意します。 

期間：2015 年 12 月 1 日（火）～12 月 25 日（金） 

時間：11：30～14：30（L.O.14：00） 

料金：コンテンポラリー・ダイニング「クラウン」￥6,500 

    コンテンポラリー・ダイニング「クラウン鉄板焼」 ￥7,500 

   日本料理「西の丸」￥6,500 

   中国料理「柳城」￥5,500 

 

■■■■ウェスティンウェスティンウェスティンウェスティン ChristmasChristmasChristmasChristmas ケーキコレクションケーキコレクションケーキコレクションケーキコレクション 2222015015015015    

 受付期間：2015 年 12 月 18 日（金）迄 

 受渡期間：2014 年 12 月 20 日（日）～12 月 25 日（金） 

 受渡場所：ペストリー＆セレクション「ロゴス」 

 受渡時間：10：00～20：00 

 

 
ホワイトクリスマス  ノエルフランボワ   ショコラオランジュXmas  ルージュノエル  

￥4,600        ￥4,000         ￥4,000          ￥8,800 

            ＊限定 50 個      ＊限定 50 個       ＊限定 10 個 

 

 

※表示価格は、すべて消費税・サービス料が含まれた料金です。 

 （ペストリー＆セレクション ロゴスではサービス料をいただいておりません） 

 

＜本プレスリリースに関するお問い合わせ＞ 

株式会社ナゴヤキャッスル 経営企画室 広報グループ 

名古屋市西区樋の口町 3 番 19 号 

TEL：052-521-2121 FAX：052-528-1085 


