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名古屋駅地区では、毎年各施設によりイルミネーションを実施しておりますが、本年は、名駅通りを中心にエリア内の企

業・団体が協力し合い、中部圏・名古屋の顔としての風景づくりを願って、イルミネーションを一斉に点灯することとなりましたの

でご案内いたします。このほか、各施設ではツリーなどのクリスマスデコレーションや、クリスマスソングを奏でるコンサートなどを催

し、名古屋駅地区の冬の賑わいを創出しますので、あわせてご案内いたします。 

 

 

＜イルミネーション 開始日＞ 

  11月4日（金） 18:30頃～ 

 

 

＜協力施設・団体＞ ※順不同 

名古屋ルーセントタワー（名古屋ルーセントタワー全体管理組合）、ＪＰタワー名古屋（日本郵便(株)、名工建設

(株)）、大名古屋ビルヂング（三菱地所(株)）、JRセントラルタワーズ（ジェイアールセントラルビル(株)）、 

ミッドランドスクエア（ミッドランドスクエア管理組合）、名古屋クロスコートタワー（名古屋クロスコートタワー管理組合）、

桜通豊田ビル、シンフォニー豊田ビル、センチュリー豊田ビル（以上、東和不動産(株)）、 

キャッスルプラザ（(株)ナゴヤキャッスル）、名古屋三井ビルディング新館（三井不動産(株)）、ナナちゃんストリート

（(株)名鉄百貨店）、名駅通歩道（名古屋駅地区振興会） 

 

 

＜イルミネーション実施場所＞ 

別紙「名駅イルミネーション＆クリスマスデコレーション MAP」をご参照ください。 

 

 

 

「名古屋駅地区のイルミネーションが一斉に点灯します 



 

※以下は各施設等の情報を抜粋しています。詳しい内容をご希望の方は、各施設のお問合せ先へお願いいたします。 

 

■名古屋ルーセントタワー 

 １）外構イルミネーション 

期間： 11/４（金）～1/31（火）  

時間 ：17：00～24：00 

     ※11/4のみ 18：30頃～  

 

【お問合せ先】   

TEL：052-588-7788（防災センター） 

URL：http://www.lucent-tower.jp/ 

 

■ＪＰタワー名古屋 

１）外構イルミネーション 

期間： 11/４（金）～2/28（火）  

時間 ：17：00～23：00 

     ※11/4のみ 18：30頃～  

 

２）ブラインドイルミネーション 

期間：12/23（金・祝）～25（日） 

時間：18：00～24：00 

 

３）クリスマスキャンペーン 

タイトル：「ＫＩＴＴＥ名古屋 星のクリスマス」 

   期間：11/18（金）～12/25（日） 

   内容：1Fアトリウムにうっすらと雪化粧したようなクリスマスツリーが登場します。 

温かみのある光に彩られ、天井から降り注ぐように星がきらめきます。 

さらに期間中は、光と音のライトアッププログラムを実施し、クリスマスの 

雰囲気を一層引き立てます。 

＜ライトアッププログラム＞ 

各日 17：00～23：00 の毎正時に実施 

 

「アトリウムコンサート」 

日時：12/24（土） 

場所：1Ｆアトリウム 

出演：金城学院OG ハンドベル部「PRIME」 

 

【お問合せ先】  

 ＫＩＴＴＥ名古屋 サービスセンター（平日 10:00～17:30） 

 TEL : 052-589-8511 

 URL：http://jptower-kittenagoya.jp/ 

 

イルミネーションイメージ 

ブラインドイルミネーション（昨年実施時の様子） 

クリスマスツリーイメージ 

イルミネーションイメージ 

http://www.lucent-tower.jp/
http://jptower-kittenagoya.jp/


 

 

■大名古屋ビルヂング 

１）外構イルミネーション 

 期間： 11/4（金）～2/28(火）※予定 

       時間：17：00～24：00 

※11/4のみ 18：30頃～ 

 

２）クリスマスキャンペーン 

 タイトル：「Urban Bright Christmas」 

      期間：11/17（木）～12/25(日）※予定 

       時間：17：00～24：00 

 ※11/17のみ 18：00頃～ 

 

内容：新しい都会のクリスマスを表現する、光と音のインタラクティブな 

イルミネーションをＢ1Ｆ～2Ｆ アトリウム（吹き抜け空間）で 

実施します。大名古屋ビルヂングの建築コンセプトである大樹を 

イメージし、光のカーテンや、ミラーボールなど上質で華やかな大 

人のクリスマスを演出します。 

 

大名古屋ビルヂング PR事務局 

    TEL：052‐589‐2862 FAX：052－589－2861 

   URL：dn_pr@mjpm.co.jp/ 

 

  

■JRセントラルタワーズ 

１）クリスマスデコレーション 

期間：11/23（水・祝）～12/25（日）  

時間：17：00～23：00  

場所：12F広場ほか館内各箇所 

※点灯時間は各箇所により異なる。 

 

２）「タワーズプラザクリスマスキャロル」 

日時：12/17（土）、12/18（日） 

16:00～，17:30～（各回約 30分） 

場所：12F広場 

出演：聖霊高等学校聖歌隊（12/17） 

金城学院大学グリークラブ（12/18） 

 

 「サンタクロースグリーティング」 

期間：12/23（金・祝） 

時間：13：00～13：30，14：00～14：30 

場所：12F広場ほか 

「クリスマスデコレーション」イメージ図 

イメージ図 

イルミネーションイメージ 

mailto:dn_pr@mjpm.co.jp/


 

 

 「クリスマスキャロル in JRセントラルタワーズ 2016」 

期間：12/23（金・祝） 

時間：17：45～（約 60分） 

場所：タワーズガーデン 

主催：公益財団法人名古屋 YMCA 

 

 「タワーズクリスマスコンサート」 

日時：12/24（土）、12/25（日） 

17:00～（約 45分） 

場所：15Fスカイストリート特設会場 

出演：未定 

 

【お問合せ先】   

ジェイアールセントラルビル株式会社 事業部販売促進課 

URL：www.towers.jp 

 

■ミッドランドスクエア 

１）外構イルミネーション 

期間： 11/４（金）～2/5（日）  

時間 ：17：00～23：00 

     ※11/4のみ 18：30頃～  

 

２）ブラインドイルミネーション 

期間：11/25（金）～1/3（火） 

時間：18：00～23：00 

 

３）クリスマスキャンペーン 

タイトル：「MIDLAND CHRISTMAS 2016」 

   期間：11/4（金）～12/25（日） 

   内容：「神秘・光・ラグジュアリー」をテーマにブラック＆ゴールドの 

クリスマスツリーやディスプレイが館内を妖艶に輝かせます。 

また、5層吹き抜けの天井から吊るされる全長18メート 

       ルの折り紙のオブジェをきらびやかに飾り立てます。 

 

「アトリウムコンサート」 

日時：11/15（火）、11/17（木）、11/22（火）、 

 11/24（木）、11/29（火）、 

     12/11（日）、12/13（火）、12/16（金）、 

12/20（火）、12/23（金・祝） 

場所：商業棟B1Ｆアトリウム 

内容：地域貢献、賑わい創出を目的に随時開催しているミニコンサートです。 

イルミネーションイメージ図 

アトリウムオブジェイメージ図 

ブラインドイルミネーション 

「YMCAクリスマスキャロル」昨年の模様 

http://www.towers.jp/


 

  

  「金城学院中学校・高等学校クリスマスコンサート」 

日時：12/24（土）、12/25（日） 

     ①14：30～、②15：30～、③16：30～ 

場所：商業棟B1Fアトリウム 

内容：金城学院中学校・高等学校の生徒による、クリスマスに 

ふさわしいハンドベルクワイア・弦楽アンサンブル・グリークラブの 

演奏をお楽しみください。 

 

■名古屋クロスコートタワー 

 １）外構イルミネーション 

期間： 11/４（金）～2/5（日）  

時間 ：17：00～23：00 

     ※11/4のみ 18：30頃～  

 

■桜通豊田ビル 

 １）外構イルミネーション 

  期間：11/4（金）～2/5（日） 

  時間：17:00～23:00  

     ※11/4のみ 18：30頃～  

 

■シンフォニー豊田ビル 

 １）外構イルミネーション 

期間： 11/４（金）～2/5（日）  

時間：17：00～23：00 

          ※11/4のみ 18：30頃～ 

 

■センチュリー豊田ビル 

 １）外構イルミネーション 

期間： 11/４（金）～2/5（日）  

時間：17：00～23：00 

          ※11/4のみ 18：30頃～ 

 

 【お問合せ先】  

 東和不動産株式会社 総務部（平日9:00～17:30） 

 TEL : 052-584-7112 

 URL：http://midland-square.com/     （ミッドランドスクエア） 

      http://www.towa-r.co.jp/nct/    （名古屋クロスコートタワー） 

    http://www.symphony-toyota.jp/ （シンフォニー豊田ビル） 

http://www.century-toyota.jp/   （センチュリー豊田ビル） 

  

 

イルミネーションイメージ 

イルミネーションイメージ 

イルミネーションイメージ 

イルミネーションイメージ 

http://midland-square.com/
http://www.towa-r.co.jp/nct/
http://www.symphony-toyota.jp/
http://www.century-toyota.jp/


 

 

■キャッスルプラザ 

１）メインエントランス装飾 

   期間：11/4（金）～12/25(日)   

   時間：17:00～ 24:00 

 

２）エントランスツリー 

 期間：11/7（月）～12/25（日） 

 時間：17:00～ 24:00 

 

 【お問合せ先】   

キャッスルプラザ 総支配人室 

TEL：052-582-2121 

URL：http://www.castle.co.jp/plaza/ 

 

    

 

■名古屋三井ビルディング新館 

 １）ウィンターディスプレイ 

日時：11/4（金）～1/28（土）※予定 

時間：17：00～22：00 

※11/4のみ 18：30頃～ 

 

 【お問合せ先】  

     三井不動産ビルマネジメント㈱名古屋支店 

TEL：052-589-0771 

 

 ■ナナちゃんストリート  

１）「サンタクロースナナちゃん」 

期間：12/14（水）～12/25（日） 

内容：クリスマスイメージの赤い衣装で、クリスマス気分を盛り上げます。 

 

２）ショーウインドー、コルトン看板装飾 

期間：11/9（水）～12/25（日） 

 

【お問合せ先】 

株式会社名鉄百貨店本店 

TEL：052-585-1111  

 

 

 

 

ウィンターディスプレイイメージ 

エントランス装飾イメージ 

エントランスツリーイメージ 

イメージ図 

http://www.castle.co.jp/plaza/


 

 

■名駅通 歩道 

 （名鉄百貨店本館・メンズ館・ヤマダ電機、近鉄名古屋ビル、M4テラス前、名古屋ビル） 

 

 １）樹木イルミネーション 

日時：11/4（金）～1/9（月） 

時間：17：00～22：30 

※11/4のみ 18：30頃～ 

 

 【お問い合わせ先】 

 名古屋駅地区振興会 

     TEL：052-585-2861      

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

名古屋駅地区街づくり協議会 事務局 佐伯 

東和不動産㈱内 Tel 052-527-8533  Fax 052-584-7117 



 

 

◆別紙： 名駅イルミネーション＆クリスマスデコレーションMAP 

 

 


