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名古屋駅地区では、昨年に続き、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。 

また、期間中には SNS フォトコンテスト「「メイエキイルミ 2017」を開催します。 

 

【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㈱、東和不動産㈱、名古屋鉄道㈱、 

日本郵便㈱・名工建設㈱、三井不動産㈱、三菱地所㈱ 

■協賛：㈱ナゴヤキャッスル、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８日（水） 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/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）、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㈱）、キャッスルプラザ（㈱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㈱）、ナナちゃんストリート（㈱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）、広小路通りイルミネーション（広小路名

駅商店街振興組合） 

 

 

 

「メイエキイルミ 2017」 

名古屋駅地区のイルミネーションが一斉に点灯します 



 

 

２．SNS フォトコンテスト 「メイエキイルミ 2017」 

  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 2017」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、各賞について審査・選定し、素敵な賞品をお贈りします。 

（※対象施設は、別紙イルミネーションMAP(カメラマーク)ご参照）） 

 

【投稿期間】 11月８日（水）～12月 25日（月） 

【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 2017」をつけて投稿 

手順３：フォトコンテスト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 

三井ガーデンホテル名古屋プレミア ペア宿泊券 +名駅周辺の対象施設で使える商品券２万円分 

■特別賞  ： 11名様 

名駅周辺の対象施設で使える商品券等   

※各賞は下記の通り 

  賞 数 賞品名 

1 タワーズ・ゲートタワー 賞 1 
タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街（12･13階） 

お食事券 10,000円分 

2 ＫＩＴＴＥ名古屋 賞 1 ＫＩＴＴＥ名古屋 お食事券 10,000円分 

3 ナナちゃんストリート 賞 1 名鉄百貨店 商品券 10,000円分 

4 名古屋三井ビルディング新館 賞 1 三井アウトレットパーク お買物・お食事券 10,000円分 

5 大名古屋ビルヂング 賞 1 三菱地所グループ 共通ギフトカード 10,000円分 

6 ミッドランドスクエア 賞 1 ミッドランドスクエア 商品券 10,000円分 

7 
シンフォニー・センチュリー豊田ビル 賞 2 ミッドランドスクエシネマ ペア鑑賞券 ＆キリンシティお食事券 5,000円分  

8 

9 桜通豊田ビル 賞 1 若葉亭 お食事券 10,000円分 

10 キャッスルプラザ 賞 1 チャイナ&ダイン 園 ペアーディナー券 

11 広小路名駅商店街振興組合 賞 1 「かに本家」食事券 5,000円分 ＆ 「うな善」食事券 5,000円分 

    ※受賞発表は、1月下旬頃を予定しています。 



 

 

＜イルミネーション＆クリスマス装飾 実施MAP＞ 

 
  

 

 

※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）外構イルミネーション 

期間： 11/8（水）～1/31（水）  

時間 ：17:00～24:00 

     ※11/8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/ 

 

 

②ＪＰタワー名古屋／ＫＩＴＴＥ名古屋 

１）外構イルミネーション 

期間： 11/8（水）～2/28（水）  

時間 ：17:00～23:00 

     ※11/8のみ 18:30頃～ 

場所：名駅通り沿い外構 

 

２）ブラインドイルミネーション 

期間：12/23（土・祝）～25（月） 

時間：18:00～24:00 

     ※25日（月）は 20:00～ 

場所：ＪＰタワー名古屋 オフィス壁面   ※名駅通り側からご覧ください。 

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(過去実施時の様子） 外構イルミネーション（昨年実施時の様子） 

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 フォトコンテスト「メイエキイルミ 2017」の応募対象になります。 

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


 

 

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：11/22（水）～12/25（月） 

   場所：1Fアトリウム 

内容：昨年多くの方を魅了した、雪化粧された本物のモミの木を 

使用したクリスマスツリーが今年も登場。クリスマスツリーは 

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。 

昨年好評いただいたハンドベルの奏でる音楽に合わせた演 

出に加え、今年はクリスマスの気分を盛り上げる演出を新たに 

追加。２種類のライトアッププログラムにより、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＞ 

【開催時間】 各日 16:00～23:00 （30 分おきに実施） 

 

【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/ 

 

 

 

③大名古屋ビルヂング 

１）外構イルミネーション 

 期間：11/8（水）～2月下旬 ※予定 

       時間：17:00～24:00 

※11/8のみ 18:30頃～ 

      ※“光の体験型イルミネーション”は、 

11/8（水）～12/25（月）17:00～20:00 

     内容：1F商業エントランス「ISETAN HAUS」前をメインとした 

外構部に、イルミネーションが登場。今年は、期間限定で、 

ビルコンセプト「大樹」をテーマとした“光の体験型イルミネー 

ション”を開催。スマートフォンをタッチすると、樹木に飾られた 

イルミネーションが、様々なパターンで光り輝きます。 

           ※“光の体験型イルミネーション”は、天候により中止となる場合が 

あります。 

 

 

 

クリスマスツリー（昨年実施時の様子） 

イルミネーションイメージ 

http://jptower-kittenagoya.jp/


 

 

２）館内クリスマスデコレーション 

 タイトル：「Dreaming for Christmas」 

期間：11/16（木）～12/25(日）※予定 

 ※11/16のみ 18:20頃～ 

内容：NHK連続テレビ小説「べっぴんさん」のタイトル映像やヒロイン 

ポスターを手がけたことでも知られる“写真に刺繍を施すアーティスト“ 

清川あさみ氏プロデュースのもと、バルーンアーティストユニット 

“DAISY BALLON”と共同演出したクリスマスディスプレイを実施。 

「Dreaming for Christmas」をテーマに、B1F～2Fアトリウム吹抜、 

1F正面エントランス、1F Lifestyle & Servicesエントランスなど、 

館内各所に、心躍るディスプレイが登場します。 

 

【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/ 

 

 

 

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：11/8（水）～1/31（水） 

       時間：17:00～24:00 

※11/8のみ 18:30頃～ 

 場所：名古屋駅（東口）の駅前および JRゲートタワー前 

 

２）クリスマスイルミネーション 

期間：11/８（水）～12/25（月）  

時間：17:00～24:00  

場所：JRゲートタワー１Fエントランスのクリスマスツリーほか館内各箇所 

※点灯時間は各箇所により異なる。 

 

３）クリスマスイベント 

12月の週末を中心にクリスマスイベントを実施。 

※内容は後日ジェイアールセントラルビル株式会社よりご案内します。 

 

【お問合せ先】   

ジェイアールセントラルビル株式会社 広報課 

TEL：052-586-8763 

URL：www.towers.jp 

 

「クリスマスツリー」イメージ（JRゲートタワー1F） 

館内クリスマスデコレーションイメージ 

「街路樹」の装飾イメージ（名駅通り沿い） 

https://dainagoyabuilding.com/
http://www.towers.jp/


 

 

⑤ミッドランドスクエア 

１）外構イルミネーション 

期間： 11/8（水）～2/4（日）  

時間 ：17:00～23:00 

     ※11/8のみ 18:30頃～  

 

２）クリスマスキャンペーン 

タイトル：「MIDLAND SQUARE White Paris Christmas 2017」 

   期間：11/8（水）～12/25（月） 

   内容：ミッドランドスクエア 10周年のクリスマスは、ミッドランドスクエアが 

誇る華やかなフランスブランドたちにスポットを当て、エッフェル塔や 

凱旋門をイメージした煌めく装飾で、素敵なパリのクリスマスを演出 

します。 

 

「アトリウムコンサート」 

日時：11/14（火）、11/21（火）、11/23（木）、 

 11/28（火）、11/30（木）、 

     12/11（月）、12/12（火）、12/13（水）、 

12/14（木）、12/23（土） 

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。 

  

  「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。 

 

 

 

⑥桜通豊田ビル 

 １）外構イルミネーション 

  期間：11/8（金）～2/4（日） 

  時間：17:00～23:00  

     ※11/8のみ 18:30頃～  

 

 

 

 

 

アトリウムオブジェイメージ図 

イルミネーションイメージ 

イルミネーションイメージ図 



 

 

⑦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： 11/8（金）～2/4（日）  

時間 ：17:00～23:00 

     ※11/8のみ 18:30頃～  

 

 

⑧シンフォニー豊田ビル 

 １）外構イルミネーション 

期間： 11/8（金）～2/4（日）  

時間：17:00～23:00 

          ※11/8のみ 18:30頃～ 

 

 

⑨センチュリー豊田ビル 

 １）外構イルミネーション 

期間： 11/8（金）～2/4（日）  

時間：17:00～23:00 

          ※11/8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） 

  

 

 

⑩キャッスルプラザ 

１）エントランスツリー&ロビーツリー 

  期間 ：11/8（水）～12/25（月） 

  時間 ：17:00～24:00 

※11/8のみ 18:30頃～ 

 

 【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/ 

イルミネーションイメージ 

エントランスツリーイメージ 

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


 

 

    

⑪モード学園スパイラルタワーズ 

１）樹木イルミネーション 

日時：10/28（土）～1/14（日）予定 

時間：17:30～24:00 

※11/8 のみ 18:30 頃～ 

 

 

⑫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：11/８（水）～1/27（土）※予定 

時間：17:00～22:00 

※11/８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 

 

 

 ⑬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：12/13（水）～12/25（月） 

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：11/15（水）～12/25（月） 

 

【お問合せ先】 

株式会社名鉄百貨店本店 

TEL：052-585-1111  

 

⑭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：11/8（水）～1/9（月） 

時間：17:00～22:30 

※11/8のみ 18:30頃～ 

 

 【お問合せ先】 

 名古屋駅地区振興会 

     TEL：052-585-2861 

ウィンターディスプレイイメージ 

イメージ図 

イルミネーション 



 

 

⑮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 

日時：10/28（土）～1/14（日）（予定） 

時間：17:30～24:00 

※11/8のみ 18:30頃～ 

         ※笹島交差点角については、3月末までの予定 

    内容：笹島交差点から柳橋交差点までの広小路通りでイルミネーションを実施。 

また、笹島交差点と柳橋交差点には、名古屋モード学園学生の 

デザインを元にオブジェを作成しています。 

 

①笹島北東角：名駅山車協議会様の協力のもと、地元に 200年の 

伝統を誇る山車をモチーフ 

②笹島南東角：かつてこの地にあった跨線橋「明治橋」をモチーフ 

③柳橋南西角：クリスマスをモチーフ 

④柳橋北西角：フクロウの彫刻にイルミネーションを設置 

 

【お問合せ先】 

 広小路名駅商店街振興組合 

     TEL：052-581-7036                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

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 

①オブジェ（昨年の実施の様子） 

④オブジェ（昨年の実施の様子） 


