
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28,300kWh)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

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２年１１月７日（土） ～ 令和３年２月１４日（日）

（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

※東口エリアは、初日のみ１７：３０～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
「Shining star of hope」

今回のイルミネーションは「Shining star of hope」をテーマに展開いたします。
クリスタルボールを散りばめた、星が輝くようなイルミネーションで、

訪れる人をやさしく包み込みます。
北与野駅へのデッキでは、幻想的な光とモチーフが輝き、道行く人々を明るく照らします。

点灯期間 :令和２年１１月７日（土）～令和３年２月１４日（日）

点灯時間：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

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800kWhはバイオマス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 北与野デッキ



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 2020－21

20th Anniversary Shining Flyway The Blue Forest

～祝福と感謝の青の森～

点灯期間 :令和２年１１月７日（土）～令和３年２月１４日（日）

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

Ｗｅｂサイト：https://www.saitama-arena.co.jp/event/illumination2020/

今年は、150本のけやきの中で最もシンボリックな樹木である「マザーツリー」

とその周辺から出現する蝶の飛ぶ道「Flyway」にご注目ください。

青く輝く蝶が皆様を誘い、「マザーツリー」に戻ってきたその瞬間の輝きをお楽

しみに。

さいたま新都心けやきひろば

たまアリ△タウンけやきひろば イルミネーション2020‐21で使用するすべての電力
約9,500kWh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階ウェルカムゲート（イメージ）
原点に立ち返り、全てブルーで包み込む幻想的な森を表現します。
グラフィックと光のマルチで昼も夜も輝く蝶がお出迎え致します。



【けやきひろば２階の装飾～マザーツリーと蝶の道～】

けやきひろばに幸せを運ぶ蝶の道と、マザーツリーが出現

「ブルーの森」の奥には150本のけやきの中で最もシンボリックな樹木である「マザーツ
リー」が佇んでいます。「マザーツリー」は、けやきひろばの建設当初のコンセプトである「空
の森」のひとつ、「森のランタン」をイメージした装飾となっています。
その周辺から、蝶の飛ぶ道「Flyway」が出現し、青く輝く蝶が皆様を誘い、最終的に戻ってき

ます。その瞬間―。20周年と皆様の幸せを祝い、感謝の気持ちを伝える「フェアリーバタフラ
イ」が輝き始めます。

マザーツリー（イメージ）

蝶の飛ぶ道（イメージ）



【けやきひろば２階の装飾～マザーツリーと蝶の道～】

けやきひろばに幸せを運ぶ蝶の道と、マザーツリーが出現

けやきひろば2階から1階へと飛び交うFlyway（蝶道）には訪れた方が楽しめるような仕掛け
が施されています。Flyway（蝶道）は、蝶たちだけが通る秘密の道で、地面に浮かび上がります。
蝶の立ち寄る樹木は8本あり、蝶が止まるとランタンが輝き始め、それぞれ異なる楽器の音が

奏でられます。
そして最後に精霊の宿る「マザーツリー」では音楽と光の特別演出をお楽しみいただけます。

Flyway（蝶道）のイメージ

※1周約10分の散歩コースとなります。
※軌道や演出内容は一部変更する可能性があります。



【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は、優しく光るミルキーランタンが登場。ゆっくりと色を変え、

空に向かって輝かしく光りながら登っていきます。その目線の先にある、ライトアップされた
蝶たちの舞をお楽しみください。

【けやきひろば1階共用部】
館内を回遊できるよう、森の散歩道をレストラン街にも同様に展開します。吹き抜けのミル

キーランタンがこちらでも楽しめます。



■各種イベント予定

【点灯セレモニー 11月７日（土） 1８：００～ 予定 観覧無料】

スペシャルゲストに1966カルテットを迎え、イルミネーション点灯式を開催します。
美しく厳かなCelebrationのはじまりを、生演奏とともにお楽しみください。

【スペシャルゲスト】
1966カルテット

クラシックのテクニックをベースに
洋楽アーティストのカバーをする女
性カルテット。ビートルズ来日の年
「1966」をカルテット名に冠し、
2010年11月にメジャーデビュー。
クイーンおよび、マイケル･ジャクソ
ンのカバーアルバム（2011年・
2012年）では、クラシックの上品
なイメージを破る、ロック・スピ
リッツ溢れるパフォーマンスが高く
評価された。2014年5作目のアルバ
ム「アビイ・ロード・ソナタ」は、
ロンドンのアビイ･ロード･スタジオ
で録音。2019年3月にはUKロック
を集めたアルバムをリリース。全国
各地でのコンサート活動を繰り広げ
る一方で、「村上春樹を『聴く』コ
ンサート」に出演するなど、活躍の
場を国内外へと広げている。

【プレイベント 11月７日（土） 1７：００～ 予定 観覧無料】

【演奏団体】
淑徳与野高等学校吹奏楽部

現在、総勢60名で活動中。
当日は点灯式にぴったりな曲を
おおくりいたします。

※客席数を減らし、かつ演奏者との距離を確保しています。
※マスクの着用をお願いいたします。
※体調のすぐれない方のご観覧は、ご遠慮ください。



【けやきひろばでスタンプたまーりん！キャンペーン】

けやきひろばの美しいイルミネーションの点灯時間帯に、けやきひろばレストラン＆ショップにてお
食事やお買い物をお楽しみ頂き、スタンプを５つ集めると、先着200名様に500円分のけやきひろ
ばカードをプレゼントいたします。
イルミネーションにお立ち寄りの際は、是非けやきひろばレストラン＆ショップにお越しください。

【たまアリ△タウン公式Instagramフォロー＆フォトキャンペーン】

20周年企画としてInstagramキャンペーンを実施中です。
たまアリ△タウン公式アカウント（＠S_S_Arena）をフォローし、たまアリ来たよ！写真と
ハッシュタグ（＃たまアリ20th）をつけて投稿してくれた方の中から毎月5名様に、けやき
ひろばプリペイドカードをプレゼント。過去に撮影した懐かしい写真でも、最新の写真でも応
募対象になります。イルミネーションご来場の際はぜひ撮影してご応募ください。
皆様の思い思いの「たまアリ△タウン写真」の投稿をお待ちしています。

期間 開催中～2021年12月31日
賞品 けやきひろばプリペイドカード2,000円分 毎月5名様（抽選）
詳細は公式HPをご覧ください。
https://www.saitama-arena.co.jp/20th/instagram-campaign/

＜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



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2020で使用するすべての電力

約18,000kWh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。

※初日のみ17：30～点灯。

コクーンシティイルミネーション2020

Wish upon cocoon star

A

B

C

DB

D

A

C

点灯期間：令和２年11月7日（土）～令和３年２月14日（日）

※クリスマスツリーなど一部12月25日（金）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31万球の
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２年11月７日（土）～令和３年２月14日（日）17:00～24:00

※初日は17：30～点灯

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、エントランスにロマンチックで

連続した金色の輝きがコクーンシティにいざないます。

駅東口デッキエントランス

駅東口デッキ



点灯期間 ：令和２年11月7日（土）～令和３年２月14日（日）10:00～23:00

※クリスマスツリーは、12月25日（金）終了

※初日は17：30～点灯。

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

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

コクーンプラザ



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２年11月７日（土）～令和３年２月14日（日）17:00～23:00

※初日は17：30～点灯。

けやきウォーク

はなみずきウォーク



鈴木・松嶋
℡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

日 時：11月7日（土）17:20～
※荒天中止

会 場：コクーン２ コクーンひろば
※観覧無料

＜会場MAP＞

■雪降る点灯カウントダウン

コクーンシティを訪れる人々や働くスタッフからのメッセージで織りなすオ

リジナルムービーと共に点灯カウントダウン。点灯の瞬間はスノーマシンに

よる雪の演出で、束の間の「ホワイトクリスマス」をお楽しみください。
※本年は式典形式でのステージイベントは実施いたしません。



日 時：12月21日（月）～ 12月25日（金）
各日17：00～21：00 ※荒天中止

会 場：コクーン２ コクーンひろば
※観覧無料

鈴木・松嶋
℡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

■クリスマスキャンドルナイト

膨大な数のキャンドルで描かれた美しいモチーフは絶景。今冬のコクーンシ

ティのテーマは「新しい楽しさ、灯しましょ。」。キャンドルの光が、みな

さまに笑顔とぬくもりを与える、希望の光となりますように。

日 時 ：12月19日（土）・ 20日（日）
各日11：00～
※なくなり次第終了

会 場 ：コクーン２ ３F にぎわいスポット
（ユニクロ前）

参加条件：当日お買上げ1,000円（税込）
以上のレシートご提示でお1人様
参加可 ※先着100名様。
※レシート合算不可。
※作ったキャンドルは「クリスマス
キャンドルナイト2020」会場に
飾るため、お渡しはできません。

■一緒にキャンドルナイトをつくろう

オリジナルキャンドルをつくって、「クリスマスキャンドルナイト」をみん

なでつくりあげよう。


