
News Release

関東有数の冬の輝きが、さいたま新都心を包みこみます。

東西の個性が光る輝きの演出で魅了する「さいたま新都心イルミネーション」

さいたま新都心まちづくり推進協議会と株式会社さいたまアリーナ（埼玉県さいたま市中央区新都心8番

地：代表取締役社長 林 直樹）及び片倉工業株式会社（東京都中央区明石町6番4号：代表取締役社長
上甲 亮祐）は、さいたま新都心をアピールするため連携し、各エリアが個性溢れ、全体の魅力を高めるイ

ルミネーションを実施いたします。

さいたま新都心東西自由通路を中心に、西口エリア（けやきひろば）・東口エリア（さいたま新都心東口

デッキ・交通広場・コクーンシティ）の広大なエリアでイルミネーション装飾を展開いたします。また、「さいた

ま新都心イルミネーション」の使用電力(約２５，５００kWh)はグリーン電力を使用し、環境にも配慮いたしま
す。

魅力的な煌めく世界を演出する「さいたま新都心イルミネーション」にどうぞご期待ください。

記

＜開催概要＞

１. 主 催 駅前エリア・・・さいたま新都心まちづくり推進協議会（さいたま新都心東西自由通路）

北与野新都心商店会（北与野駅前）

西口エリア・・・株式会社さいたまアリーナ

東口エリア・・・片倉工業株式会社

２. 開催期間 駅前エリア、西口エリア、東口エリア

令和元年１１月９日（土） ～ 令和２年２月１４日（金）

（点灯予定時間 １７：００～２４：００）

※一部点灯時間が異なります。

※駅前エリア及び西口エリアは、初日のみ１８：００～点灯

３. 場 所 さいたま新都心駅周辺

４. 入 場 無料

５. 添付資料 駅前エリア実施概要 / 西口エリア実施概要 / 東口エリア実施概要
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駅前エ リ ア



さいたま新都心東西自由通路イルミネーション
「May wish come true」

今回のイルミネーションでは「May wish come true」をテーマにしました。
JRさいたま新都心駅では放射状に広がるストリングスライトが華やかにきらめき、
「願い星」をイメージした立体的な星のオブジェがゆっくりと色を変えながら輝きます。
北与野駅前には、ブリリアントスターとシャンパンゴールドのLEDイルミネーションが
行き交う人をお迎えします。

点灯期間 :令和元年１１月９日（土）～令和２年２月１４日（金）

点灯j時間：１７：００～２４：００

※点灯初日はセレモニーのため、１８：００点灯見込み。

開催場所 :さいたま新都心東西自由通路、北与野駅

さいたま新都心駅前

さいたま新都心東西自由通路イルミネーションで使用するすべての電力
約200kWhは風力発電によるグリーン電力を使用します。

さいたま新都心東西自由通路イルミネーションでは、グリーン電力を使用しています

グリーン電力証書提供：日本自然エネルギー株式会社

さいたま新都心東西自由通路 北与野駅前



西口エ リ ア



たまアリ△タウン けやきひろばイルミネーション 2019－20
FANTASTIC CARNIVAL

～音楽と映像で奏でる、星降る森のカーニバル～

今年は、プロジェクションマッピングが織りなす「Fantastic Carnival」が上映されます。
カーニバルの原風景が次々と映し出される瞬間を、童心にかえってお楽しみください。

点灯期間 :令和元年１１月９日（土）～令和２年２月１４日（金）

点灯時間：１７：００～２４：００

※点灯初日はセレモニーのため、１８：００頃点灯見込み。

開催場所 :たまアリ△タウン けやきひろば

さいたま新都心けやきひろば

さいたま新都心けやきひろば イルミネーション2019-20で使用するすべての電力
約9,300kWhは風力発電によるグリーン電力を使用します。

けやきひろばイルミネーションでは、グリーン電力を使用しています

グリーン電力証書提供：日本自然エネルギー株式会社



【けやきひろば２階の装飾／芝生広場のメインオブジェエリア】

けやきひろばイルミネーション初のプロジェクションマッピングを上映

１５０本のけやきの木に、ブルー系を中心に、シャンパンゴールド、ホワイトのLED約20万球
を織り交ぜて装飾します。その光は圧倒的でまばゆい、それでいて冬の夜に気品と温かみを添え
てくれます。
そんなブルーの森の奥にある芝生広場エリアには、カラフルなLEDが輝き、パステルカラーの
Magic Boxと流星ストリングスが佇んでいます。そのMagic Boxが全灯した次の瞬間・・・
プロジェクションマッピングが織りなす「Fantastic Carnival」が上映されます。
カーニバルの原風景が次々と映し出される瞬間を、童心にかえってお楽しみください。

芝生広場（イメージ）

昨年度の様子



【けやきひろば１階プラザエリア】
１階の吹き抜けプラザにもMagic Boxをイメージしたオブジェを設置。箱からは光と星が飛
び出し、賑やかなカーニバルの始まりを告げるかのような輝きを放ちます。やがて、色とりど
りの星たちは夢を叶える願い星となり、けやきの森へと昇っていきます。

【さいたま新都心駅西側自由通路】
JRさいたま新都心駅コンコース、オフィスビルのNTTドコモ埼玉ビル前も上質かつ華やかな
イルミネーションを展開します。



■各種イベント予定

【点灯セレモニー 11月９日(土) 18:00～ 予定】

スペシャルゲストに人気アーティストTRICERATOPSの和田唱さんを迎え、イルミネー
ション点灯式と一夜限りのライブ＆トークショーを開催。なお、この模様はInterFM897に
て、11/12(火)の『THE GUY PERRYMAN SHOW』で放送いたします。観覧無料。

【スペシャルゲスト】 和田唱

1975年東京生まれ。1997年メジャーデ
ビューした3ピースロックバンド、
TRICERATOPS（トライセラトップス）の
ボーカル、ギター、作詞作曲も担当。ポジ
ティブなリリックとリフを基調とした楽曲、
良質なメロディセンスとライブで培った圧倒
的な演奏力が、幅広い層から大きな評価を集
めている。また、SMAP、藤井フミヤ、松た
か子、Kis-My-Ft2、SCANDALなどへの作
品提供も多数。2018年には、デビュー以来
初のソロ活動も開始。1stアルバム「地球 東
京 僕の部屋」をリリース、完全一人のソロツ
アー「一人宇宙旅行」を全国9公演、各地完
売。2019年も10月から「一人宇宙旅行～ア
イ ココロ 経由編～」と題した全国8公演のツ
アーを開催する。アグレッシブな活動に、今
後も大きな注目を集めている。
http://www.benibenibeni.com/

【インスタグラムプレゼントキャンペーン
応募期間 1１月９日(土)～12月25日（水）】

けやきひろばイルミネーションの写真を撮ってインスタグラムに素敵な投稿をすると、
30名様にけやきひろばプリペイドカードをプレゼント。
作品は公式WEBサイトに掲載します。

応募期間：2019年1１月９日（土）～2019年12月25日（水）
応募方法：公式Instagramアカウント（@keyakihiroba_xmas）をフォロー。

イルミネーションの写真を撮って「＃けやきひろばイルミネーション」を
つけてインスタグラムに投稿。

当選発表：素敵な作品30名様にけやきひろばで使えるプリペイドカード1000円分を
プレゼント。当選はInstagramのダイレクトメッセージでご連絡します。
公式アカウントをフォローしていないとご連絡できませんのでご注意くだ
さい。
その他注意事項等詳細は公式HPをご覧ください。

https://www.saitama-arena.co.jp/event/illumination2019/



＜本件に関するお問い合わせ窓口＞

株式会社 さいたまアリーナ 営業第二課 中村健一・沼尾・清水

℡048-600-3002 Fax048-601-1120

【クリスマスコンサート in たまアリ△タウン けやきひろばイルミネーション】
2019年12月21日(土)、22日(日)、24日(火)、25日(水)
15：00～20：00（予定）

けやきひろばの美しいイルミネーションに囲まれ、ゴスペル、アカペラ、合唱、ジャズ、ＰＯＰＳ
などさまざまなジャンルのグループ、アーティストたちが、クリスマスを盛り上げる演奏と歌声を
披露します。

【たまアリ△タウン クリスマスマーケット】
11／2３(土)～12／25(水)
平日 １５：００～２０：００
土日祝１１：００～２0 : ００
※前夜祭 １１/ 22(金）17：00～

今年もベルリンのクリスマスマーケット“ジャンダルメン・マルクト”をイメージして開催！。
オーナメントなどのクリスマス雑貨やフードが取り揃うデコレーションブースがけやきひろば
にオープン。イルミネーションと共にクリスマスマーケットでお過ごしいただけます。



東口エ リ ア



さいたま新都心東口エリア（コクーンシティ）

さいたま新都心東口エリア・コクーンシティイルミネーション2019で使用するすべての電力
約16,000kWhは、バイオマス発電によるグリーン電力を使用します。

片倉工業株式会社は、イルミネーションにグリーン電力を使用しています。

【開催エリア・点灯時間】

さいたま新都心東口デッキ・交通広場
17:00～24:00

【コクーンシティイルミネーション】
コクーン１ コクーンプラザ
10:00～23:00

コクーン２ コクーンひろば
10:00～23:00

コクーン３・パークサイドビル
17:00～23:00

※一部点灯時間が異なります。

コクーンシティイルミネーション2019
Wish upon cocoon star

A

B

C

DB

D

A

C

点灯期間：令和元年11月９日（土）～令和２年２月14日（金）
※クリスマスツリーなど一部12月25日（水）で終了

煌めく星空をイメージした「Wish upon cocoon star」をテーマに、約28万球
のLEDと高さ10m超のクリスマスツリーが、訪れる人々をまるで星空に近づいた
かのような幻想的な世界へと誘います。

グリーン電力証書提供：日本自然エネルギー株式会社



点灯期間 ：令和元年11月９日（土）～令和２年２月14日（金）17:00～24:00

さいたま新都心東口デッキ・交通広場エリアA

さいたま新都心駅東口、エントランスはロマンチックで連続した金色の輝きが

訪れる人々を包み込み、 Wish upon cocoon star の世界に誘います。

駅東口デッキ

駅東口デッキエントランス



点灯期間 ：令和元年11月９日（土）～令和２年２月14日（金）10:00～23:00
※クリスマスツリーは、12月25日（水）終了

駅からコクーンシティに入るとクリスマスツリーがお出迎え。

コクーンひろばのクリスマスツリーと一緒にクリスマス気分を盛り上げます。

コクーンシティイルミネーション（コクーン１コクーンプラザ）B

コクーンプラザ

高さ10m超のクリスマスツリーが出迎えるメイン会場。

クリスマスツリーは、音楽に合わせて流れ星が降り注ぐロマンチックな演出が見所です。

【ツリー演出時間］10：00～23：00 毎時①00分～、②30分～、各回約15分

コクーンシティイルミネーション（コクーン２コクーンひろば）C

コクーンひろば



コクーンシティイルミネーション（コクーン３・パークサイドビル）D

メイン会場のコクーンひろばへと続くけやきウォークとはなみずきウォークは、

金色に光り輝く満天の星のような並木道が美しいエリア。

けやきウォークは、並木の輝きと共に、クリスマスツリーが撮れる撮影スポットです。

点灯期間 ：令和元年11月９日（土）～令和２年２月14日（金）17:00～23:00

けやきウォーク

はなみずきウォーク



【ゲスト】
コクーンシティイメージキャラクター
谷まりあ

日 時：11月９日（土）17:00～
※荒天中止

会 場：コクーン２ コクーンひろば

※観覧無料

黒田・西尾
℡048-601-5050（代） Fax048-601-5063

＜本件に関するお問い合わせ窓口＞
片倉工業株式会社 不動産事業部 営業課

＜会場MAP＞

■イルミネーション点灯式
コクーンシティイメージキャラクター谷まりあ

若者に大人気のモデル・タレントの谷まりあさんが点灯式に登場！
高さ10m超のクリスマスツリーをはじめ、満天の星空のように街全体が
一斉に輝く点灯の瞬間をお見逃しなく。


