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＜平成 27 年 11 月 26 日発表＞

テーマは「BEAUTY LOVERS」

九州初「脳波での相性診断」や「コトバ×アート」の展示イベント開催

● 西日本鉄道㈱が運営する商業施設『ソラリアプラザ』では、平成 27 年 11 月 28 日（土）から 12 月 25 日（金）
の期間限定でクリスマスイベントを開催いたします。
● 本年のクリスマスイベントは「BEAUTY LOVERS」をテーマに、皆さまの”こころ“をあたたかく、そして美しく彩る
企画を展開します。期間中、地下 1 階の北側階段に鮮やかな花々に同化したカメレオンがモチーフのクリス
マスビジュアルを背景にしたフォトステージを設置。7 色以上に変化する照明での光の演出によって、幻想的
なフォトショットが楽しめます。また、地下 1 階フロアでは、クリスマスや恋にちなんだ”コトバ×アート”の展示会を
実施。地下 1 階フロアの床や壁面、天井に 50 種の”コトバ×アート”が出現します。
● 12 月 11 日（金）から 12 月 25 日（金）には、1 階インフォメーション側広場においてメイン企画となる九州初の
参加型イベントを開催。「Brain tells more」と題し、九州初登場の脳波を計測した愛情診断イベントを行い
ます。パートナーやご家族、お友達と参加いただき、最高潮の相性診断が判定された方にはソラリアプラザで
ご利用いただける商品券をプレゼントいたします。
● なお、地下 2 階食物販フロア「SOLARIA PLAZA FOOD HALL」では、「DEAN＆DELUCA」や「THE CITY
BAKERY」などの店舗でクリスマス特別パーティープランのほか、ホームパーティー用のクリスマスケーキや
フードメニュー、シャンパン、ワインなどを多数揃えております。
● ソラリアプラザでは、皆さまの”こころ”を彩るイベントやクリスマス商品で、天神の街を盛り上げてまいります。
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SOLARIA PLAZA X’MAS EVENT 2015
①「カメレオンステージ」
【開催期間】

平成 27 年 11 月 28 ⽇（⼟）〜12 月 25 ⽇（⾦）

【場

所】

ソラリアプラザ 地下 1 階 北側階段

【内

容】

鮮やかな花々に同化したカメレオンがモチーフのクリスマスビジュアルを背景にしたフォト
ステージが登場。7 色以上に変化する光の演出で皆さまをカメレオンのように変化させる、
幻想的な フォトステージでの写真撮影をお楽しみいただけます。

②”コトバ×アート”展示会「KOTOBART」
【開催期間】

平成 27 年 11 月 28 ⽇（⼟）〜12 月 25 ⽇（⾦）

【場

所】

ソラリアプラザ 地下 1 階

【内

容】

クリスマスや恋にちなんだ”コトバ×アート”の展示イベント。
床や壁面、さらには天井まで 50 種の「コトバ×アート」が
出現します。恋するすべての人にお届けするキャッチコピー
を制作し、皆さまのクリスマス気分をさらに高めます。
〔展示イメージ〕

③相性診断イベント「Brain tells more」
【開催期間】

平成 27 年 12 月 11 ⽇（⾦）〜12 月 25 ⽇（⾦）

【場

所】

ソラリアプラザ 1 階 インフォメーション側広場

【内

容】

九州初登場となる脳波を通じて愛を確かめ合う参加型イベ
ント。あなたとパートナーやご家族、お友達の脳波を計測し、
嘘のない愛情を診断します。最高潮の相性診断が判定され
た方にはソラリアプラザからささやかなクリスマスプレゼント
（ソラリアプラザ商品券 2,000 円分）をお贈りします。

〔実施イメージ〕
脳波計をつけて、約 1 分間相手のことを想い合い
ます。
脳波を読み取り、モニターに映る 2 人のシルエット
（分身）が動き始めます。
想いの大きさによって動きと色が変化。お互いの想い
が成就するとシルエットがキスをします。それぞれの
想いなので、予想外の結果にも・・・
シルエットがキスをすると、クリスマスプレゼントを
GET！
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X’MAS COLLECTION 2015
ソラリアプラザ地下 2F「SOLARIA PLAZA FOOD HALL」では、クリスマス限定プランやメニュー、食材をご用意
しています。大切な方とクリスマスディナーやホームパーティーで、とっておきの時間をお過ごしください！

「ホストも楽しむクリスマスパーティー」をテーマに、パティシエの技とセンスが光るクリスマスケーキやスイーツ、
パーティーを飾るメインディッシュが豊富に揃っています。ご予約も承っています。

ストロベリーショートケーキ
直径 9 ㎝＋15 ㎝の 2 段 〔税込 7,560 円〕

ふんわり軽やかなスポンジに、濃厚でありな
がら泡のような口どけの生クリーム。国産
イチゴの爽やかな酸味が際⽴ちます。

信州紅しぐれのローストチキン
約 1.2 ㎏（3 ⼈〜4 ⼈）〔税込 4,860 円〕

信州産「紅しぐれ」を 1 羽丸ごと 1 晩マリネし、

シーフードパーティパエリア

じっくりローストしました。皮はパリっと艶やかに焼き

（4 ⼈〜5 ⼈）〔税込 3,456 円〕

上げ、中は肉質しっかりしたジューシーな味わいを

ホリデー限定でボリュームたっぷりの

お楽しみください。

パーティサイズパエリアが登場します。
パラパラの色鮮やかなお米には、エビ・
イカ・ムール貝など魚介と野菜のおいしさ
がたっぷりとしみこんだ贅沢な一皿です。

ホリデークッキー缶 〔税込 3,240 円〕
アメリカンスタイルの素朴な味わいの 12 種類の個性豊かな
クッキーをオリジナル缶にぎっしり詰め合わせました。

クリスマスボックス「CB X’mas BOX」
〔税込 1,500 円〜〕

クリスマス用のオードブルボックス。人気のクロワッサンや THE
CITY BAKERY ならではのサンドイッチが入った限定メニューで
す。お友達とのホームパーティーにぴったりです。

ミートパイ（12 月限定）
〔価格未定〕

約 20 ㎝のホームメイドタイプのミートパイ。ホールでのテイクアウトも可能で、お家でのクリスマス会でぜひお召し
上がりください。
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「BBQ＆VEG BUTCHER NYC」では、12 月 10 日（木）～、クリスマスパーティープランをご
準備します。リブロースステーキと BBQ リブが入ったプランです。⼥⼦会やファミリーでの楽しくカジ
ュアルなクリスマスパーティーはいかがでしょうか?!

パーティープラン
〔税別 3,500 円/1 ⼈ ※2 名以上の利⽤から（要予約）〕

・前菜（BBQ リブ含む）
・サラダ、スープ、パン
・リブロースステーキ＆フリット
・ビーツケチャップのナポリタン
・ワンドリンク付き
・＋1,500 円にてフリードリンク（生ビール、ワイン、ハイボール、カクテル など）

ワイン専門店の「テロワール」では、フランス・ボルドーと姉妹都市である福岡にて市⺠がシティワインを選ぶ
ワイン選考会「シティワイン福岡 2015」で選ばれたボルドーワインのスペシャルセットを特別価格でライン
ナップ。
プレミアムワイン 2 本セット
【限定 24 セット】
通常価格：税込 43,200 円
⇒特別価格：税込 37,800 円

幻のボルドーワインとシャンパー
ニュの皇帝が入った豪華セット。

スパークリングワイン 5 本セット 【限定 50 セット】
通常価格：税込 15,768 円 ⇒ 特別価格：税込 12,960 円

シャンパーニュをはじめとした華やかなスパークリングワインのセット。

娯楽箱 バラエティボックス 12 本セット 【限定 200 セット】
通常価格：税込 19,224 円 ⇒ 特別価格：税込 10,800 円

シティワイン福岡 2015 を含む、バラエティ豊かな 12 本セット。

本件に関するお問い合わせ先
⻄鉄お客さまセンター（℡0570-00-1010）
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