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  “ＧＲＡＮＤ ＴＲＥＥ ＭＵＳＡＳＨＩＫＯＳＵＧＩ”（以下『グランツリー武蔵小杉』）では、11月 22日（日）にて

晴れて開業 1周年を迎えます。この 1年間の感謝を込めて、11月 20日（金）より 29日（日）までの 10

日間は、「GRAND TREE 1st Anniversary」と銘打ち、足を運んでいただいたお客様がグランツリー武蔵

小杉を丸ごと楽しんでいただけるイベントを施設全体でご用意してお待ちしております。 

  

20日（金）はローラーペイントアーティストのさとうたけし氏による「LIVE PAINTING SHOW」を

実施いたします。ペイントローラーのみを使って大きなキャンバスにアートを描くと同時に、ご来館され

たお客様もアートづくり体験に参加することが可能です。さとう氏とお客様によって創り上げられた作品

はグランツリー内に展示致します。21日（土）はモデルとして活躍中の道端カレンさんのトークショーを

開催します。ご自身の豊富な経験をもとに、女性が知りたい美の秘訣をお話しいただきます。22日(日)は

世界的フラワーアーティストであるニコライ・バーグマン氏による「フラワーライブパフォーマンス」を

披露いたします。華麗な手さばきによって花々が目の前で美しくアレンジされる様子は必見です。23 日

（月・祝）には中国雑技王による神業パフォーマンスが行われます。有名CMで話題となった驚きのパフ

ォーマンスを目の前で体感頂くことができます。また、28日（土）には人気お笑い芸人 2組によるお笑い

ライブを開催し、館内を盛り上げます。 

さらに 23日（月・祝）と 29日（日）には日頃のご愛顧に感謝して豪華景品の当たる「グランツリー開

業 1周年 大抽選会」を実施。対象期間内に合計 5000 円以上のレシート（税込・合算可能）をお持ちい

ただくと 1 回の抽選に参加が可能です。お客様のご参加をお待ちしております。 

 開業 1周年を迎え、グランツリー武蔵小杉は訪れる多くのお客様に「愛」に溢れる商品とサービス、体

験をますますご提供してまいります。 

 

“GRAND TREE MUSASHIKOSUGI” 
 

１１月２２日（日）で 開業１周年！ 
 

１周年の感謝を込め、グランツリーを丸ごと楽しんで頂く 

イベントがめじろ押し、「GRAND TREE 1st Anniversary」開催！ 

 
 

 

かいｇｙ 

 

  グ   ラ   ン   ツ   リ   ー   武   蔵   小   杉 

 

 



 

 

2 

■GRAND TREE 1st Anniversary イベント 概要 

 

■11/20（金） 

「さとうたけし LIVE PAINTING SHOW」 （11:00～18:00／1F AQUADROP） 

ペイントローラーだけでアートを描き、国内外で活躍をしているアーティスト・さとうたけし氏がグ

ランツリー武蔵小杉の 1 周年のお祝いに、オリジナル作品をお客様の見ている前で作成します。実際

に当日グランツリーにご来館いただいたお客様の似顔絵をローラーアートで大きなキャンバスに描く

ほか、お集まりのお客様にキャンバスにペイントする工程を体験いただきます。お客様が作られたア

ートに、最後はさとう氏ご自身が仕上げを行い、お客様と共に一つの作品を完成させます。完成した

作品は 11 月 24 日（火）～27 日（金）までグランツリー内に掲出し、1 周年を迎える施設を彩ります。 

 

＜さとうたけし プロフィール＞ 

宮城県生まれ。単身渡米し壁画技術を身につけ、数多く

のテーマパークやレストラン等の壁画を手掛ける。 

クラフトマンシップの要素をアート界に持ち込んだ斬新

なスタイルと短時間で描くライブペイントショーは多く

の海外メディアの注目を集めた。 

コマーシャルアートで培った経験と技術を生かし 

ローラーだけで描かれるスピード感とパワー溢れる 

タッチは多くの人々を魅了し続けている。2011 年の震災を経験し、その後積極的に海外のチャリティ

イベントに参加し寄付を募る活動を続けている。 

 

■11/21（土）  

「開業 1 周年記念 道端カレン トークショー」 

（① 14:00～14:30 ②16:00～16:30／1F AQUADROP） 

2 人のお子さんのママであり、モデルとしても活躍中の道端カレンさんによるスペシャルトークショー

を行います。道端カレンさんにはファッション・ビューティ・ライフスタイルと女性が気になる“美”

をテーマに、ご自身の豊富な経験をもとに、充実した日々を送るために心掛けている秘訣をお話しい

ただきます。また、気になっていた SHOP やトータルビューティが叶うグランツリーの良さをお話し

いただき、1 周年を迎える施設の魅力をお伝えいたします。 

 

＜道端カレン プロフィール＞ 

1979 年 6 月 26 日、アルゼンチン生まれの福井育ち。 

  母は日本人、父はスペイン人とイタリア人のハーフ。2 人の息子の母。 

  15 歳でモデルデビューし、雑誌や広告、テレビなどで活躍。 

  食と健康にも造詣が深く、ジュニアアスリートフードマイスター、 

ジュニア野菜ソムリエ、食生活アドバイザーや、ジュエリーコーディ

ネーターなど多くの資格を取得。 

近年は趣味でトライアスロンにも挑戦している。 
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■11/22（日） 

「開業 1 周年記念 ニコライ・バーグマン フラワーライブパフォーマンス」 

（① 14:00～14:30 ②16:00～16:30／1F AQUADROP） 

1F アクアドロップに 11/1（日）より展示中のクリスマスツリーのデザインを手掛けた、世界的フラワ

ーアーティストであるニコライ・バーグマン氏によるライブパフォーマンスを開催いたします。約 1

か月後に迫ったクリスマスを前に、季節に合ったお花の選び方や贈り物に選ぶ際のお花のポイントな

どを紹介しながら、実際にお客様の目の前でフラワーアレンジメントのライブパフォーマンスを披露

いたします。見る人を魅了する華麗な手さばきから生みだされる、鮮やかな作品で開業 1 周年に文字

通り「花」を添えます。 

＜ニコライ・バーグマン プロフィール＞ 

ニコライ・バーグマン Nicolai Bergmann（フラワーアーティスト） 

1976年デンマーク・コペンハーゲン生まれ。その活動の幅は広く、

フラワーデザインはもとより、ファッションやデザインの分野で

世界有数の企業と共同デザインプロジェクトを手がける、今や日

本でもっとも有名なフラワーアーティストの一人。 

20 15 年 10 月には韓国・ソウルにも新店舗をオープンし、ワールド

ワイドに活躍の場を広げている。さらに、5つ星ホテル「シャング

リ・ラ ホテル 東京」のフラワーデザインプロデュースや、福岡・太

宰府天満宮での伝統と革新的フラワーアートの融合した展示会の開

催など、様々なチャレンジを続けており、今やその名は現代フラワー

デザインの代名詞となっている。 www.nicolaibergmann.com 

 

■11/23（月・祝） 

「中国雑技王～神技パフォーマンス～」（①14:00～14:30 ②16:00～16:30／1F AQUADROP） 

人気 CM に出演していた張海輪（ちょうかいりん）・中国雑技王 と在日トップのメンバーが、グラン

ツリー武蔵小杉で神技パフォーマンス の数々をお届けします。 

披露すれば必ず注目を集める、ハラハラドキドキの「椅子倒立芸」やお客様の前で次々と仮面を変え

ていく「変面」、そして驚異のバランスを見せる「一輪車」など、思わず身を乗り出してしまうような

圧巻のパフォーマンスでグランツリーの 1 周年を盛り上げます。 

 

＜張海輪（ちょう かいりん）プロフィール＞ 

得意技：椅子倒立、変面、鞭芸など多数 

曾祖父・祖父・父も雑技俳優という俳優一家の四代目

として英才教育を受ける。アメリカ・ヨーロッパ公演

にも参加し、優れたバランス芸で喝采を浴びる。日本

を拠点に活動中。現在、ジャンルを超えたアーティス

トとジョイントを重ね、エンターテイメントの頂点を

目指している。 

1998 年、河北省雑技大大会にて金賞受賞。 

2000 年、来日。2003 年、サントリー「燃焼系アミノ

式」シリーズの CM に出演 

http://www.nicolaibergmann.com/
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■11/23（月・祝）、11/29（日） 

「グランツリー開業 1 周年記念 大抽選会」 

（各日 10:00～景品が無くなり次第終了／3F「DOUBLE DAY」「3LDK by B-COMPANY」前） 

日頃ご愛顧頂いているお客様へ、グランツリー武蔵小杉より開業 1 周年の感謝の気持ちを込めて豪華

景品を用意した大抽選会を実施します。対象期間内の合計 5000 円以上のレシート（税込・合算可能）

をお持ちいただくと 1 回の抽選にご参加頂けます。景品は開業 1 周年の感謝の気持ちとして、もらっ

てうれしい商品ばかりを取り揃えました。是非、奮ってご参加ください。 

＜レシート対象期間＞ 

11/23（月・祝）実施抽選会：11/20（金）～23（月・祝）のレシート 

11/29（日）実施抽選会：11/24（火）～29（日）のレシート 

 

■11/28（土） 

「開業 1 周年記念 お笑いライブ」 （※都合により、出演者は公式 HP にてご確認ください。） 

（① 11:30～12:00 ②14:00～14:30／1F AQUADROP） 

人気お笑い芸人 2 組によるお笑いライブを開催。 

 

■11/20（金）～29（日） 

「専門店 セブンカード・プラス クレジット払いで請求時 5％OFF キャンペーン」 

 

【内容】期間中、グランツリー専門店にてセブンカード・プラスでのクレジット払いで請求時に 5％

OFF。 

※セブンカード／アイワイカードは対象外 

※セブンカード・プラスでの nanaco 払いは対象外。 

※「カードご利用代金明細」にて割引金額をマイナス表示します。 

【対象外店舗】 

1F：GRAND TREE MARCHE 

3F：HOME & WORKS、BUSINESS EXPERT、Kent、GALLORIA、7 美のガーデン、グローバル 

キッズ武蔵小杉園、ひらと眼科、JTB、セブン保険ショップ 

4F：good day park、ボーネルンドあそびのせかい、My Gym、ミネルヴァ/ベネッセ（英語・グリム） 

 

 

■GRAND TREE MUSASHIKOSUGI 概要 

施 設 名 称：GRAND TREE MUSASHIKOSUGI（通称：グランツリー武蔵小杉） 

所 在 地：神奈川県川崎市中原区新丸子東 3 丁目 1135 番地 1 号 

ア ク セ ス：東京急行電鉄・JR 東日本「武蔵小杉駅」から徒歩 4 分 

店 舗 数：160 店舗 

公 式 H P：http://www.grand-tree.jp 

公式 facebook：http://www.facebook.com /grandtreemusashikosugi 

公式 Twitter：http:// twitter.com/ GTMUSASHIKOSUGI 
 

 

http://www.grand-tree.jp/

