
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23,500kWh)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

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

一般社団法人さいたま新都心エリアマネジメント

２. 開催期間 駅前エリア、西口エリア、東口エリア

令和４年１１月１２日（土） ～ 令和５年２月１４日（火）

（点灯予定時間 １７：００～２４：００）

※一部点灯時間が異なります。

※初日は１７：３０頃点灯

３. 場 所 さいたま新都心駅

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
「Look up, find a star!」

今年も訪れた冬の街、ふと上を見上げてお星さまを見つけてみよう。
ちょっとしたお空からの贈りもの。

今年のイルミネーションは「 Look up, find a star! 」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、星が輝くようなモチーフに加え、

天の川をイメージしたつらら状のイルミネーションが輝き、
訪れる人をやさしく明るく照らします。

点灯期間 :令和４年１１月１２日（土）～令和５年２月１４日（火）
点灯時間:１７:００～２４:００

※初日は点灯イベントのため点灯時間が異なります。
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2,000kWh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 2022-23

Brilliant Earth Garden
～訪れる皆様の幸せと地球の明るい未来を願って～

点灯期間 :令和４年１１月１２日（土）～令和５年２月１４日（火）
点灯時間:１７:００～２４:００

※点灯初日はセレモニーのため、１７:３０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/illumination2022/
さいたま新都心の街びらき以来、今年で23回目を迎えます。今年度は「Brilliant Earth Garden」と題し

て、青く美しい地球をイメージしたイルミネーションをお届けします。正面のウェルカムゲートは、地球を

守る宝玉をちりばめることで、その尊さを表現しました。ウェルカムゲートをくぐると、幻想的にライトアッ

プされた約150本のけやきが広がります。ブルー系の色を中心としたLED約20万球によりライトアップさ

れることで、けやきひろばは、幻想的な空間へと姿を変えます。

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2022‐23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。

株式会社さいたまアリーナは、イルミネーションに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

※画像は、イメージです。

けやきひろば2階
ウェルカムゲート



【けやきひろば２階の装飾】
訪れる皆様の幸せと地球の明るい未来を願って、アースガーデンショーを開催。

幻想的な空間の奥にある芝生広場には、地球に咲く花々と大地をイメージしたクリアドームを設
置し、その周辺を海に見立てました。このクリアドーム内で繰り広げられるアースガーデンショー
タイムをお楽しみください。

このアースガーデンショータイムの一番の見どころは、音と光に包まれながら次々とつぼみが開
く姿です。花が咲いたその瞬間、生命の幸せと尊さを感じていただければと思います。

けやきひろば2階
蝶の道

けやきひろば2階
芝生広場

けやきひろば2階

※11/12～12/  7、12/26～2/14は約15分に一度、
12/  8～12/25は約30分に一度、
それぞれ3分間程度のショータイムをお届けします。



【けやきひろば１階プラザ】
けやきひろば2階から1階のメイン動線は、シャンパンゴールドとホワイトで彩った樹木が立ち

並び、行き交うお客様を「光の遊歩道」さながらに1階の吹き抜けプラザへといざないます。
１階の吹き抜けプラザには、流星群が希望の光となり、地球に集まる姿をイメージしたオブ

ジェを設置します。周囲の輪が重なって輪となり、その輪がウェルカムゲートと共に地球を大切
に守ることを表現します。

【さいたま新都心駅西側自由通路】
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。

NTTドコモビル前



【アーティストプロフィール】
May J.（予定）

日本、イラン、トルコ、ロシア、スペイン、イギリスのバックグラウンドを持ち、作詞、作曲、
ピアノの弾き語りをもこなす。圧倒的な歌唱力、そして前向きなメッセージが共感を呼び、
幅広い世代から支持を受けている。
2014年公開のディズニー映画「アナと雪の女王」の日本版主題歌（エンドソング）を担当し、
同年の第65回紅白歌合戦に初出場。2021年1月には、ミュージカル「ボディガード」に初主演。

※座席には限りがあります。 ※マスクの着用とご入場時の検温、消毒にご協力ください。
※体調のすぐれない方のご観覧は、ご遠慮ください。 ※イベントの内容は変更となる場合がございます。

2022年11月12日[土] 観覧無料
15:00～16:00 優先入場券配布
16:45～ 入場開始
17:15～ 点灯セレモニー

会場:けやきひろば２Fサンクンプラザ（※）
※雨天時はけやきひろば１Fプラザに変更予定です。

【内容】
スペシャルゲストに歌手のMay J.さんを迎え、
イルミネーション点灯セレモニーとライブ＆トークショーを開催します。
また、この模様はFM NACK5の「GOGOMONZ」にて、後日放送予定です。

【放送日時】
FM NACK5「GOGOMONZ」
11月15日(火)午後1時33分頃予定

【点灯セレモニー】

【スペシャルゲスト】May J.（予定） 【MC】横田かおり（予定）



Cゲート

さいたまスーパーアリーナ大屋根

＜イルミネーション・点灯セレモニー・クリスマスコンサートに関するお問い合わせ＞
株式会社さいたまアリーナ 事業部 事業管理課 中村健一・小島・白川・沼尾 TEL:048-600-3002   FAX 048-601-1120
＜クリスマスマーケットに関するお問い合わせ＞
株式会社さいたまアリーナ 事業部 事業企画課 大立目 ・小松・鈴木 TEL:048-600-3004   FAX 048-601-1120

【たまアリ△タウンクリスマスマーケット2022～Very Berry Christmas～】

2022年12月8日[木]-12月25日[日] 入場無料
〈18日間（土日:6日間 平日:12日間）〉
土日 11:00-21:00／平日 16:00-21:00
※最終日は20:00まで開催

会場:けやきひろば２F

主催:クリスマスマーケット実行委員会

この冬、たまアリ△タウンがいちごの世界に!?
3年ぶりに復活するクリスマスマーケットの今回のテーマは「いちご」。
パフェ、クレープ、いちご＆スパークリングワインなど可愛くて美味しい「映えるイチゴス
イーツ＆ドリンク」が大集合!クリスマス雑貨やあったかグルメも楽しめます。
クリスマスプロジェクションマッピングショーは必見!

【クリスマスコンサート in けやきひろば】

2022年12月22日[木]、23日[金]、24日[土]、25日[日]
観覧無料
15:00-20:00（予定）

会場:けやきひろば１Fプラザ特設ステージ

主催:株式会社さいたまアリーナ

美しいイルミネーションに囲まれながら、ゴスペル、アカペラ、合唱など様々なジャンルの
グループ・アーティストたちがクリスマス気分を盛り上げる演奏と歌声を披露します。



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２０２２で使用するすべての電力
約12,000kWh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
１７:００～２３:００

コクーン１ コクーンプラザ
１７:００～２３:００

コクーン２ コクーンひろば
１７:００～２３:００

コクーン３・パークサイドビル
１７:００～２３:００

※初日のみ１７:００頃～点灯イベント。

コクーンシティイルミネーション２０２２
Sparkling Milky Way
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点灯期間:令和４年１１月１２日（土）～令和５年２月１４日（火）
※クリスマスツリーなど一部１２月２５日（日）で終了

コクーンシティの夜空を見上げると、約40万球ものシャンパンゴールドのLEDが
天の川のように光り輝き、訪れる人々を明るい未来へと誘います。

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４年１１月１２日（土）～令和５年２月１４日（火）１７:００～２３:００
※初日は１７:００頃～点灯イベント

さいたま新都心東口デッキ・交通広場エリアA

さいたま新都心駅を降りてすぐの東口デッキでは、

頭上で光り輝くイルミネーションやクリスマスツリーによるロマンチックな空間がお出迎え。

駅東口デッキエントランス

駅東口デッキ駅東口デッキ



点灯期間 :令和４年１１月１２日（土）～令和５年２月１４日（火）１７:００～２３:００
※クリスマスツリーは、１２月２５日（日）終了
※初日は１７:０0頃～点灯イベント

駅から直結の場所に位置する「コクーンプラザ」には、

今年も高さ約15mの“光のツリー”が登場。

キラキラ輝くツリーが辺りを幻想的に照らします。

コクーン１コクーンプラザB

メイン会場の「コクーンひろば」には、高さ10ｍ超のクリスマスツリー。

今年は、夜空を星が流れるような、光と音の演出が見所です。

【ツリー演出時間］１７:００～２３:００ 毎時①００分～、②３０分～

コクーン２コクーンひろばC

コクーンプラザ

コクーンひろば



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、

シャンパンゴールドの光に彩られた並木道が美しいエリア。

モニュメント越しにクリスマスツリーを望む、絶好のフォトスポットです。

点灯期間 :令和４年１１月１２日（土）～令和５年２月１４日（火）１７:００～２３:００
※初日は１７:００～点灯イベント

はなみずきウォーク

けやきウォーク

※画像はイメージです



℡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 マーケティング課 鈴木・松嶋・原

日 時:１１月１２日（土）
１７:００頃～ ※荒天中止

会 場:コクーン２ コクーンひろば
※観覧無料

■雪降る点灯イベント

会場で音楽の演出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。

■クリスマスキャンドルナイト２０２２

イルミネーションと共に灯る1,000個超のキャンドルで描く美しいモチーフは
まさに絶景!今年はSNSでも話題の「花手水」の演出も。

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

会 場:コクーン１ コクーンプラザ
※観覧無料

■コクーンシティクリスマスマーケット２０２２

煌びやかなイルミネーションの中で、今年もクリスマスマーケットを開催。
クリスマスにちなんだ雑貨やグッズを販売します。
また、冷えた体を温めるホットワインやグルメもご用意し、会場内の
イートインスペースで、イルミネーションを眺めながらお楽しみいただけます。

日 時:１２月２１日（水）～２５日（日）
各日１２:００～２０:００
※荒天中止

会 場:コクーン２ コクーンひろば


