
 

2022 年 11 月 1 日 

報道機関各位 

（市政記者クラブ、商工会議所経済記者クラブ、中部経済産業記者会）                 

名古屋駅地区街づくり協議会 

会 長  山 村  知 秀 

 （事務局 トヨタ不動産㈱） 

 

 

 

名古屋駅地区では、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、2016 年よりイルミネーションの一斉点灯を行っておりますが、今年度も以下の通り実施いたしますのでご案内申し上げ

ます。昨年に引き続き、ささしまライブまちづくり協議会のイルミネーションとの連携や、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。また、期間中には SNS フォトキ

ャンペーンも開催いたします。 

 

【概要】 

■主催：名古屋駅地区街づくり協議会 

■共催：ジェイアールセントラルビル㈱、トヨタ不動産㈱、名古屋鉄道㈱、 

日本郵便㈱・名工建設㈱、三井不動産㈱、三菱地所㈱ 

■協賛：OKB 大垣共立銀行、(一社)ささしまライブまちづくり協議会 

名古屋ルーセントタワーオフィス部会 

広小路名駅商店街振興組合 

 

１．イルミネーション一斉点灯 

■日時：    11 月 9 日（水） 17:00 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オフィス部会）、ＪＰタワー名古屋/ＫＩＴＴＥ名古屋（日本郵

便㈱、名工建設㈱）、大名古屋ビルヂング（三菱地所㈱）、ＪＲセントラルタワーズ､ＪＲゲートタワー（以上、東

海旅客鉄道㈱､ジェイアールセントラルビル㈱､㈱ジェイアール東海髙島屋､㈱ジェイアール東海ホテルズ）、ユニモール

（㈱ユニモール）、名古屋ビルディング（名古屋ビルディング㈱）、OKB Harmony Plaza 名駅（OKB 大垣共立銀

行）、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、名駅 IMAI ビル（以上、トヨタ不動産㈱）、名

古屋三井ビルディング北館・本館・新館（三井不動産㈱）、ナナちゃんストリート、名鉄百貨店本店（以上、名古屋

鉄道㈱、㈱名鉄百貨店）、名駅通歩道（名古屋駅地区振興会）、モード学園スパイラルタワーズ（㈻日本教育財

団）、広小路通（広小路名駅商店街振興組合）、ささしまライブ（（一社）ささしまライブまちづくり協議会） 

 

「メイエキイルミ 2022」 

名古屋駅地区のイルミネーションが一斉点灯します 



 

 

2．SNS フォトキャンペーン 「メイエキイルミ 2022」 

  SNS（インスタグラム）への写真投稿キャンペーンを実施いたします。 

名駅周辺のイルミネーションや対象施設等のクリスマスデコレーションの写真を撮り、 

ハッシュタグ「#メイエキイルミ 2022」をつけて投稿することで参加できます。 

投稿された写真の中から、抽選で素敵な賞品をお贈りします。 

（※対象施設は、次項イルミネーション MAP(カメラマーク)ご参照） 

 

【投稿期間】 11 月 9 日（水）～12 月 25 日（日） 

【応募方法】 

手順 1：     インスタグラムの公式アカウント 

「名古屋駅地区街づくり協議会」をフォロー 

▼アカウント名：「@WELCOMEIEKI」 

手順２：対象写真とハッシュタグ「＃メイエキイルミ 2022」をつけて投稿 

手順３：フォトキャンペーンの当選者にはダイレクトメッセージにてご連絡 

   【賞  品】 

■メイエキ賞     ： 1 名様 ミッドランドスクエア 

「京都吉兆 名古屋店」 お食事券 3 万円分 

■ささしまライブ賞  ： 1 名様 ささしまライブを楽しむセット 

（商品券 10,000 円分、映画招待券 4 枚、ランチ券） 

■特別賞       ： 26 名様  名駅周辺等の対象施設で使える商品券等    

    ※特別賞 期間中、対象の施設が入っている写真を投稿いただいた方の中から抽選でプレゼント 

  特別賞 数 賞品名 

1 名古屋ルーセントタワー 賞 2 名古屋ルーセントタワー店舗 お食事券 5,000 円分 

2 タワーズ・ゲートタワー・ゲートウォーク 賞 2 
タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街（12･13F）または 

ゲートウォークで使える共通ご利用券 5,000 円分 

3 ＫＩＴＴＥ名古屋 賞 2 ＫＩＴＴＥ名古屋 お買物・お食事券 5,000 円分 

4 ナナちゃんストリート 賞 2 名鉄百貨店 商品券 5,000 円分 

5 名古屋三井ビルディング 賞 2 
三井不動産都市型商業施設共通お食事券 5,000 円分 

※RAYARD Hisaya-odori Park の飲食店等で使用可能な食事券です。 

6 大名古屋ビルヂング 賞 2 三菱地所グループ 共通ギフトカード 5,000 円分 

7 ミッドランドスクエア 賞 2 ミッドランドスクエア お食事券 5,000 円分 

8 シンフォニー豊田ビル 賞 2 ミッドランドシネマ ドーナツ ファクトリー お食事券 5,000 円分  

9 OKB 大垣共立銀行賞 2 UC ギフトカード 5,000 円分 

10 広小路名駅商店街振興組合 賞 2 
「かに本家」食事券 5,000 円分 または 「うな善」食事券 5,000 円分 

（賞品はお選びいただけません） 

11 ストリングスホテル名古屋 賞 2 グラマシースイートカフェ ランチ券 

12 グローバルゲート 賞 2 グローバルゲート商品券 5,000 円分 

13 マーケットスクエアささしま 賞 2 109 シネマズ映画ペア招待券 

    ※当選のご案内は、賞品の発送を以って代えさせていただきます。発送は 1 月下旬頃を予定しています。 

 

昨年の「メイエキ賞」受賞写真 



 

＜イルミネーション＆クリスマス装飾 実施MAP＞ 

 ■名古屋駅周辺 

 
  ■ささしまライブ 

 
 

※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。 

 

①名古屋ルーセントタワー 

１）ウィンターイルミネーション 

期間 ： 11/9（水）～1/31（火）予定  

時間 ： 17:00～23:00 

場所 ： 名古屋ルーセントタワー南側外構広場 

内容 ：ツリーへのイルミネーションとドーム型イルミネーションを 

動的に、また色彩豊かに演出いたします。定期的に行う 

イルミネーションショーもお楽しみください。 

   

 【お問合せ先】   

 TEL：052-588-7788（防災センター） 

 URL：http://www.lucent-tower.jp/ 

カメラマークの付いたビルのクリスマス装飾とその周辺のイルミネーションは、 

SNS フォトキャンペーン「メイエキイルミ 2021」の応募対象になります。 

イルミネーション（イメージ） 

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


 

②ＪＰタワー名古屋／ＫＩＴＴＥ名古屋 

１）外構イルミネーション 

期間 ： 11/9（水）～2/28（火）予定    

時間 ： 17：00～21：00 

場所 ： 名駅通り沿い外構 

北側ステップガーデン  

内容 ： 街路樹 24 本が、約 27,000 球の LED で光り輝きます。 

 

 

2）クリスマスイベント 「ＫＩＴＴＥ名古屋 ライトダウンクリスマス」 

「暗がりのクリスマスツリー」 

期間 ： 11/9（水）～12/25（日）  

場所 ： 1F アトリウム 他 

内容 ：約 5 万個のリサイクル蓄光プラスチックを使用した 

全長 10m のクリスマスツリーを展示します。 

アトリウム全体の照明を必要最低限に落とし、 

暗闇の中でささやかに灯るライトダウンタイムを実施します。 

 

   「暗がりの食事会」卓上の灯りのみで楽しむ食事会 

日時 ： 11/9（水）～12/21（水） 

時間 ： BIMI yokocho 各店舗においても店内の照明を最小限にし、わずかな灯りで食事を楽しむ 

非日常空間を演出します。 

場所 ： 参加各店舗 ※店舗によって実施日が異なります。 

内容 ： 店内の照明を最小限にし、わずかな灯りで食事を楽しむ非日常空間を演出します。 

 

 

   「暗がりの音楽会」暗闇を音色で彩る音楽会 

日時 ： 12/23（金）～12/25（日） 

      18：00～19：00 と 19:30～20:30 の一日 2 回公演（予定） 

内容 ： ライトダウンクリスマスの演出と共に、金城学院大学の学生たちの声楽アンサンブル・名古屋芸術大学 

 OB の弦楽四重奏の織り成す音色が幻想的なツリーをあたたく包み込む音楽会を実施します。 

一生の記憶に残るような、特別なひとときを演出します。 

 

 

 【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/ 

 

 

 

外構イルミネーション（昨年実施の様子） 

暗がりのクリスマスツリー（イメージ） 

http://jptower-kittenagoya.jp/


 

1F 商業エントランス（過去実施の様子） 

 

 

③大名古屋ビルヂング 

１）外構イルミネーション 

期間 ： 11/９（水）～2/28（火）予定  

時間 ： 17:00～24:00 

場所 ： 1F 商業エントランス・大名古屋パーク 

 

２）5F スカイガーデン クリスマスイルミネーション 2022 

期間 ： 11/9（水）～12/25（日）予定 

時間 ： 17:00～23:00  

※開場は 11:00～  

場所 ： 5F スカイガーデン・  

      B1F アトリウム・大名古屋マルシェほか、館内各所 

  

※5F スカイガーデンは、荒天時閉鎖。 

※諸状況により、予告なく変更することがございます。 

 

 

内容 ： 2022 年のテーマは、「ホワイトゴールドクリスマス」。 

1F 商業エントランスなど外構部では、 

シャンパンゴールドに輝く“街路樹イルミネーション“が、名古屋駅前を彩ります。 

5F スカイガーデンでは、“ホワイトゴールド“をテーマに、クリスマスイルミネーションを開催。 

約 10 万球の LED イルミネーションや心ときめくフォトスポットに加え、 

今年は、ホワイトとゴールドに輝く天空のクリスマスツリーが登場。時間によって光が変化する 

スペシャルな演出で、都会の屋上庭園が幻想的な光に包まれます。 

また、地下 1 階アトリウムの花時計をはじめ、大名古屋マルシェの天井装飾、巨大なクマのフォトスポット 

など、館内全体でも、ホワイトゴールドに連動したクリスマス装飾を楽しめます。 

 

 

 【お問合せ先】  

 大名古屋ビルヂング PR 事務局 

 TEL：052-589-2862 FAX：052-589-2861 

 URL：https://dainagoyabuilding.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dainagoyabuilding.com/


 

 

④JR セントラルタワーズ・JR ゲートタワー 

１）外構イルミネーション 

期間：11/9（水）～1/31（火） 

    時間：17:00～最長 24:00 

※状況により予告なく変更する場合がございます。 

場所：JR ゲートタワー前 

 

２）クリスマスイルミネーション・装飾 

期間：11/9（水）～12/25（日）  

時間：17:00～最長 24:00 

※状況により予告なく変更する場合がございます。 

場所：JR ゲートタワー１F イベントスペース、タワーズプラザ・ 

ゲートタワープラザ レストラン街 12F 広場ほか 

 

内容： 名古屋地区最大級となる高さ 12m のクリスマスツリーが今年もゲートタワー1 階に登場します。 

「Light Up Your Heart ～光と希望の広場～」をテーマに、あたたかで優しい光のツリー、見上げると 

光り輝く天蓋のイルミネーション。広場から伸びる光が、人々の心と街を照らし、癒し、希望となりますよう 

願いを込めてお届けします。 

また、タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街では、1 階の 

ツリーから見上げた先の夜空のクリスマスをイメージし、「Christmas 

in the Shining Night Sky ～輝く夜空のクリスマス～」をテーマに、 

シルバーやゴールドに彩られた幻想的でロマンチックなクリスマス装飾が 

２か所に登場します。クリスマスムードに溢れたレストラン街でお食事と 

ともに素敵な時間をお過ごしください。 

 

【お問合せ先】   

 ジェイアールセントラルビル株式会社 経営企画部 広報課 

 TEL：052-586-8763 

 URL：http://www.towers.jp 

 

 

⑤名古屋ビルディング 

１）イルミネーション 

期間 ： 11/9（水）～1/15（日）  

時間 ： 17:00～24:00 

       

 

 【お問合せ先】 

 名古屋ビルディング株式会社 

 TEL：052-586-1758（防災センター） 

  

過去実施の様子 

JR ゲートタワー１F クリスマスツリー（イメージ） 

ゲートタワープラザ レストラン街12F（イメージ） 

 
JR ゲートタワー１F 街路樹（イメージ） 

 

http://www.towers.jp/
tel:0120-802074（平日9:00


 

⑥OKB Harmony Plaza 名駅 

１）クリスマスイルミネーション 

期間 ： 11/9（水）～ 12/25（日）予定  

時間 ： 17:00～24:00 

場所 ： 名古屋ビルディング１階 ATM コーナー 

 

 

 

 

 【お問合せ先】 

 OKB 大垣共立銀行（OKB Harmony Plaza 名駅） 

 TEL：0120-802074（平日 9:00～17:00） 

 URL：https://www.okb.co.jp/all/harmony_plaza.html 

 

 

 

⑦ミッドランドスクエア 

１）外構イルミネーション 

期間 ：11/9（水）～2/28（火）  

時間 ：17:00～23:00 

内容：全体を名駅エリアイルミネーションのシャンパン 

    ゴールドに統一し、名駅を訪れた人の心を暖かく 

照らします。また、メインツリーはいろいろな輝きの 

シャンパンゴールを用いて華やかさを加え、 

名駅通り側の花壇にもランタンを配置し、 

通りの一体感を演出します。 

 

２）クリスマスキャンペーン 

タイトル：「MIDLAND CHRISTMAS 2022」 

Stay in Touch ～ 点は、いつか、線になる。 ～ 

期間：11/9（水）～12/25（日） 

内容：「LEXUS DESIGN AWARD」 2013 年受賞者で、 

デザインエンジニアかつ東京大学先端科学技術研究 

センター特任准教授の吉本英樹さんによるサステナブルな 

 “白いジャングルジムツリーが登場いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

イルミネーション（過去実施の様子） 

クリスマスツリーイメージ 

イルミネーション（過去実施の様子） 

tel:0120-802074（平日9:00


 

   「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） 

①13:00～ハンドベルクワイア ➁14:30～弦楽アンサンブル 

③16:00～グリークラブ 

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、弦楽アンサンブル、 

ハンドベル・クワイアの演奏。 ※コロナの影響により内容変更、 

中止の場合がございます。詳しくはホームページでご確認下さい。 

 

「クリスマスマーケット」 

Käthe Wohlfahrt（ケーテ・ウォルファルト）  

期間：11/9（水）～12/22（木） 

場所：商業棟 B1F アトリウム 

内容：クリスマスデコレーションの本場ドイツから、今年もクリスマス用品 

専門店のケーテ･ウォルファルトがやって来ます。本年もたくさんの 

心温まるアイテムをご用意。クリスマスツリー発祥の地ドイツなら 

ではのデコラティブなガラスボールやフォームグラス、木製のツリー 

オーナメント等、様々な素材の装飾品をご用意しております。 

 

 

 

 

 

⑧桜通豊田ビル 

１）外構イルミネーション 

期間：11/9（水）～2/28（火） 

時間：17:00～23:00  

     

 

 

 

⑨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：11/9（水）～2/28（火） 

時間：17:00～23:00 

 

 

 

 

 

 

 

外構イルミネーション（過去実施の様子） 

外構イルミネーション（過去実施の様子） 

イメージ 

イメージ 



 

⑩シンフォニー豊田ビル 

１）外構イルミネーション 

期間：11/9（水）～2/28（火） 

時間：17:00～23:00 

内容：シャンパンゴールドに輝く都会の並木道が、来街者を暖かな光で 

包み込みます。今年からはこの並木道に BGM を加え、クリスマス 

の華やぐ季節を彩り豊かに演出します（BGM は 22:00 迄）。 

 

 

 

⑪センチュリー豊田ビル 

１）外構イルミネーション 

期間：11/9（水）～2/28（火） 

時間：17:00～23:00 

 

 

 

⑫名駅 IMAI ビル 

１）外構イルミネーション 

期間：11/9（水）～2/28（火） 

時間：17:00～23:00 

 

 

 

 【お問合せ先】  

 トヨタ不動産株式会社 総務部（平日 9:00～17:30） 

 TEL : 052-584-7112 

 URL：https://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） 

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

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

 

 

⑫モード学園スパイラルタワーズ 

１）イルミネーション 

期間 ： 11/9（火）～1/15（日）予定  

時間 ： 17:00～24:00 

       

 

 

 

 
イルミネーション（過去実施の様子） 

外構イルミネーション（過去実施の様子） 

外構イルミネーション（過去実施の様子） 

イメージ 

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


 

 

⑬名古屋三井ビルディング北館・本館 

１）外構イルミネーション 

期間 ： 11/9（水）～1/30（月）予定  

時間 ： 17:00～23:00 

 

 

 

 

 【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 

 

 

⑭ナナちゃんストリート・名鉄百貨店本店  

１）ナナちゃん 

「Christmas Fairy ナナちゃん」 

期間：12/14（水）～12/25（日） 

内容：長引くコロナ禍であらためて実感している大切な人とともに過ごす 

ことの喜び。年に一度のお祝いであるクリスマスにはケーキを囲んで 

幸せな気分を感じてほしい。 

そんな想いから、今年はナナちゃんがクリスマスケーキの妖精に変身し、 

名駅を行き交う人々に幸せの魔法をかけます。 

ケーキのドレスを纏ったフォトジェニックなナナちゃんは SNS 映え間違いなし！ 

 

 

２）ショーウインドー 

「Happy Christmas」 

期間：11/17（水）～12/25（日） 

内容：クリスマスを一緒に過ごす・ギフトを贈り合う・大切な人の     

嬉しい笑顔をみたい。「みんなで楽しめたらハッピー」を 

コンセプトに、去年よりも積極的に楽しみたい「おうち」を 

テーマにしたクリスマス装飾で店内を演出します。 

名古屋市身体障害者福祉連合会の協力のもと、廃材を 

使って制作された、サステナブルで、温もりあふれるオーナ 

メントにもご注目ください。 

 

 【お問合せ先】 

 名古屋鉄道株式会社 まちづくり推進部（ナナちゃん） 

 TEL：052-581-1231 

 株式会社名鉄百貨店本店 営業企画室（ショーウインドー） 

  TEL：052-585-7348・2870 

イルミネーション   

（過去実施の本館の様子） 

イルミネーション（北館イメージ） 

ショーウインドー(イメージ) 

   

 

 

ナナちゃん(イメージ) 

   

 

 



 

 

⑮名駅通 歩道 

（名鉄百貨店本館・メンズ館・ヤマダ電機 前、近鉄名古屋ビル 前、名古屋三井ビルディング北館 前、ユニモール） 

１）イルミネーション 

期間 ： 11/9（水）～1/9（月・祝）予定  

時間 ： 17:00～22:30 

 

  【お問合せ先】 

  名古屋駅地区振興会 

  TEL：052-585-2861（平日午前 10 時～午後 5 時） 

 

⑯広小路通りイルミネーション  

１）笹島交差点より柳橋交差点までの広小路通り 

期間 ： 11/9（水）～1/15（日） 

（オブジェは２/13(日)まで）予定  

時間 ： 17:00～24:00 

内容 ： 広小路通りの笹島交差点と柳橋交差点に名古屋 

モード学園の学生さんがデザインした４つのオブジェの 

イルミネーションをお楽しみください。 

笹島交差点の山車のイルミネーションは、地元の 

「名駅山車からくり協議会」様の協力を得て作成 

されています。200 年の伝統を誇る山車を知って 

いただければと思います。  

 

① 笹島北東角：200 年の伝統を誇る名駅の山車。 

         （今年は紅葉狩車がモチーフ） 

② 笹島南東角：名古屋駅の歴史をあらわす蒸気機関車とオブジェ。 

③ 柳橋南西角：願い事のかなう折り鶴とサンタ。 

④ 柳橋北西角：幸せを呼ぶフクロウ。 

 

 【お問合せ先】 

 広小路名駅商店街振興組合 

 TEL：052-581-7036 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

過去実施の様子 

過去実施の様子 



 

⑰ささしまライブ 2022 ウインターイルミネーション  

１）ささしまライブ一帯 

期間 ：11/9（水）～2/14（火） 

時間 ：17:00～23:00（予定） 

内容 ：マーケットスクエアささしま館内と前と Zepp 名古屋の間、 

グローバルゲート周辺と屋上庭園、 

愛知大学と中京テレビとロイヤルパークス ER ささしまの前、 

キャナルパークささしま北側、あおなみ線駅前広場でイルミネーションを実施。 

また、ストリングスホテル名古屋館内でも 12/1（木）から実施。 

 

       

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 【お問合せ先】 

 ささしまライブまちづくり協議会 事務局 

 TEL：090-1090-7211（平日午前 10 時～午後 5 時） 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 以上   

 

 
＜お問合せ先＞ 

名古屋駅地区街づくり協議会 事務局 岩崎／佐伯 

トヨタ不動産㈱内 Tel 070-6588-4296（岩崎）／070-6588-7505（佐伯）  Fax 052-584-7117 

ストリングスホテル名古屋（昨年の応募写真） グローバルゲート（昨年の応募写真） 

マーケットスクエアささしま（昨年の応募写真） 

昨年の「ささしまライブ賞」受賞作品 


