
 

2020 年 11 月 2 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、中村警察署記者クラブ）                 

名古屋駅地区街づくり協議会 

会 長  鵜飼 正男 

 （事務局 東和不動産㈱） 

 

 

 

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、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。昨年に引き続き、ロータリーモニュメント「飛翔」

のライトアップや、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も行い、名駅エリアを華やかに演出いたします。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。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㈱、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：OKB 大垣共立銀行、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全体管理組合 

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 11 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）、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（以上、東和不動産㈱）、名古屋三井ビルデ

ィング本館・新館（三井不動産㈱）、ナナちゃんストリート、名鉄百貨店本店（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（ささしまライブまちづくり協議会） 

 

「メイエキイルミ 2020」 

名古屋駅地区のイルミネーションが一斉点灯します 



 

２．ロータリーモニュメント「飛翔」ライトアップ 

  ■日時：   11 月 11 日（水）17:00 頃～ 

           ※11/7 以降の点灯時間は 17:00～24:00 予定 

  平成元年の世界デザイン博覧会開催に合わせて設置された名古屋 

駅前のロータリーモニュメント「飛翔」を昨年に引き続きライトアップいたし 

ます。名駅エリアのイルミネーションと共にお楽しみください。 

 

このライトアップは、名古屋駅地区街づくり協議会が行う「国家戦略 

道路占用事業」で得られた収益の一部を用いて実施いたします。 

 

  ※ライトアップ終了時期は未定です 

  ※設置当初にあった噴水機能や光ファイバーによる照明演出は 

ございません 

   

 

 

3．SNS フォトキャンペーン 「メイエキイルミ 2020」 

  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 2020」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 11 日（水）～12 月 25 日（金） 

【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 2020」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  ザ ロイヤルパーク キャンバス名古屋 ペア宿泊券 

■ささしまライブ賞   ：   1 名様  ストリングスホテル名古屋 ペア宿泊券 

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

    

    

 

 

 

昨年の「メイエキ賞」受賞写真 

ロータリーモニュメント「飛翔」 



 

■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 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） 

お食事券 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 ららぽーと・アルパーク共通お買物・お食事券 5,000 円分 

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・センチュリー豊田ビル 賞 2 「ニクバルダカラ」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」ペアランチ券 5,000 円分 

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 シネマズ名古屋」映画観賞券 2 枚と 

XR AMUSEMENT SASASHIMA 商品券 3,000 円分 

    ※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 月中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＞ 

 ■名古屋駅周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ■ささしまライブ 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020」の応募対象になります。 



 

※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。 

 

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 ： 11/11（水）～１/31（日）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 ： 青を基調とした幻想的な光で広場が 

      彩られます。定期的に音楽にあわせて 

光が動き出す演出もございます。 

   

 【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 ： 11/11（水）～2/28（日）予定    

時間 ： 17:00～23:00 

場所 ： 名駅通り沿い外構  

      北側ステップガーデン 

 

２）ブラインドイルミネーション 

期間 ： 12/23（水）～12/25（金）  

時間 ： 19:00～24:00 

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。 

   内容 ： オフィスフロアのブラインドのスラット（羽根）を開閉することで、 

絵柄を表現。今年は医療従事者の皆様へ感謝の 

         気持ちを込めた図柄と青色の光で外壁を照らします。 

 

3）クリスマスイベント 「ＫＩＴＴＥ名古屋 Heartfelt Christmas～心からのクリスマス～」 

「Heartfelt Tree～ミウラ折り光の彫刻～」 

期間 ： 11/11（水）～12/25（金）  

場所 ： 1F アトリウム 他 

内容 ： アーティスト びわゆみこ手折りの 191 個のライティング 

オブジェでできたクリスマスツリー「Heartfelt Tree～ 

ミウラ折り光の彫刻～」を展示。 

未来への希望を想起させるミウラ折りが生み出す優しい 

希望の光がアトリウムに降り注ぎ、日本の美と技が詰まった 

独創的なアートツリーが感動をお届けします。 

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（昨年実施の様子） 

ブラインドイルミネーション（過去実施の様子） 

「Heartfelt Tree」イメージ 

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


 

さらに、館内各所にも同じくミウラ折りで作られた可愛いミニツリーを飾り、 

クリスマスの雰囲気を盛り上げます。 

 

   「Heartfelt Tree 音と光のライティングショー」 

日時 ： 11/11（水）～12/25（金） 

時間 ： 17：00～23：00 の時間内で 1 日 8 回開催予定 

場所 ： 1F アトリウム 

内容 ： Heartfelt Tree～ミウラ折り光の彫刻～を構成する 191 個のライティングオブジェが 

音楽に合わせて様々な色彩に変化する華やかなショーを開催します。繊細で幻想的な 

光で、ツリー全体が鼓動しているように演出します。 

 

   「Heartfelt Tree～ミウラ折り光の彫刻～ AR イベント」 

日時 ： 11/11（水）～12/25（金） 

内容 ： お客様のスマートフォンに AR アプリをダウンロードの上、アトリウム周辺に設置された専用 

AR マーカーを読み 取ると、下記２種類のイベント特典をお楽しみ頂けます。 

【イベント特典①】 

「Heartfelt Tree～ミウラ折り光の彫刻～」オリジナルフォトフレームをダウンロード頂けます。 

【イベント特典②】 

AR マーカーを読み取ったスマートフォン上に現れる 3D 雪だるまキャラクターとツリーを一緒に 

撮影し、撮影画面をＫＩＴＴＥ名古屋対象店舗で提示頂くと、店舗ごとに設定した 

クリスマス限定サービスを受けられます。 

 

 【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/ 

 

 

③大名古屋ビルヂング 

１）外構イルミネーション 

期間 ： 11/11（水）～2/28（日）予定  

時間 ： 17:00～24:00 

場所 ： 外構部 

内容 ： 名駅通に面したビル 1F 商業エントランスをメインとした 

外構部に、イルミネーションが登場。大名古屋ビルヂング 

の入口を華やかに演出します。 

 

２）5F スカイガーデン イルミネーション 

   「DAI NAGOYA WINTER SKY GARDEN 

    （ダイナゴヤ ウィンター スカイガーデン）」 

期間 ： 11/11（水）～2/28（日）予定 

時間 ： 17:00～23:00 ※開場は 11:00～。 

過去実施の様子 

 

http://jptower-kittenagoya.jp/


 

場所 ： 5F スカイガーデン ※荒天時は閉鎖。 

内容 ： 2020 年は、「LOVE」をテーマとしたウィンター 

イルミネーションを開催。約 10 万球の LED 

イルミネーションをはじめ、赤のバラを贅沢に 

使い、「LOVE」を表現するハート型のフォト 

スポットや、ギフトボックスに見立てた華やかな 

オブジェ等が登場。 

都会の屋上庭園で幻想的なひとときをお楽しみください。 

また、地下 1 階・3 階でも連動したフラワー装飾を実施します。 

 

３）ウィンターフォトコンテスト 

期間 ： 11/11（水）～2/28（日）予定  

内容 ： 期間中、大名古屋ビルヂングで撮影した 

ウィンターイルミネーション等のとっておきの 

写真を、ハッシュタグ 「♯大名古屋ビルヂング  

♯メイエキイルミ 2020 ♯日刊ケリー」を付けて Instagram に投稿すると、 

     商品券等が抽選で当たるウィンターフォトコンテストを開催！ 

※応募条件等、詳しくは公式ホームページをご覧ください（11 月上旬アップ予定）。 

 

※諸状況により、内容等を予告なく変更することがございます。 

 【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：11/11（水）～1/31（日） 

    時間：17:00～24:00 

場所：名古屋駅（桜通口）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・装飾 

期間：11/11（水）～12/25（金）  

時間：17:00～24:00  

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 各会場の 

ほか、館内各所 

 

 

 

「外構イルミネーション」イメージ（JR ゲートタワー前） 

イメージ 

 

 

過去実施の様子 

 

クリスマスツリーイルミネーション（JR ゲートタワー1F） 

https://dainagoyabuilding.com/


 

   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登場します。 

テーマは「Hope in our heart～希望・幸福・幸運を呼ぶ七色～」。 

希望をもって光に満ちた明るい未来へ進もうという願いを込めました。 

中央のツリーは、レインボー（虹）をイメージした七色の光で点灯し街を彩ります。 

タワーズプラザ・ゲートタワープラザレストラン街 12F の各会場では、1F と連動した 

装飾の大小さまざまな七色のツリーが設置されます。 

タワーズ・ゲートタワーで光に満ちた明るいクリスマスをお楽しみください。 

 

 【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ユニモール 

１）イルミネーション 

期間 ： 11/11（水）～1/11（月）予定  

時間 ： 17:00～22:30 

 

 【お問合せ先】 

 株式会社ユニモール 

 TEL：052-586-2511 

 

 

⑥名古屋ビルディング 

１）イルミネーション 

期間 ： 11/11（水）～1/31（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） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

イルミネーションイメージ 

昨年実施の様子 

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


 

⑦OKB Harmony Plaza 名駅 

１）クリスマスイルミネーション 

期間 ： 11/11（水）～ 12/25（金）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 

 

 

⑧ミッドランドスクエア 

１）外構イルミネーション 

期間 ：11/11（水）～2/14（日）  

時間 ：17:00～23:00 

内容：ビル外周は、シャンパンゴールドをベースにした 

約９万球の LED が点灯。オフィス棟のメインツリー 

には館内テーマカラーの「青」を取り入れ、見る人の 

心に落ち着きと安らぎを与えます。 

 

 

２）クリスマスキャンペーン 

タイトル：「MIDLAND CHRISTMAS 2020」 

      ～再生の青、希望の青。～ 

期間：11/11（水）～12/25（金） 

内容：今年のミッドランドスクエアのクリスマスは、 

ガラスアーティスト辻和美氏によるクリスマスモニュメントと 

インスタレーションで館内を神秘的で美しく彩ります。 

 

 

   「金城学院中学校・高等学校クリスマスコンサート」 

日時：12/25（金） 

     14:00～弦楽アンサンブル／16:00～ハンドベル・クワイア 

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。 

 

 

イルミネーションイメージ 

クリスマスツリーイメージ 

イルミネーション（昨年実施の様子） 

tel:0120-802074（平日9:00


 

「クリスマスマーケット」 

Käthe Wohlfahrt（ケーテ・ウォルファルト）  

期間：11/20（金）～12/24（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。クリスマスツリー 

発祥の地ドイツならではの木製オーナメント等、様々な素材の 

装飾品をご用意しております。 

 

 

 

 

 

 

 

⑨桜通豊田ビル 

１）外構イルミネーション 

期間：11/11（水）～2/14（日） 

時間：17:00～23:00  

     

 

 

⑩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：11/11（水）～2/14（日） 

時間：17:00～23:00 

 

 

 

 

⑪シンフォニー豊田ビル 

１）外構イルミネーション 

期間：11/11（水）～2/14（日） 

時間：17:00～23:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

外構イルミネーション（昨年実施の様子） 

イメージ 

外構イルミネーション（昨年実施の様子） 

外構イルミネーション（昨年実施の様子） 

イメージ 



 

⑫センチュリー豊田ビル 

１）外構イルミネーション 

期間：11/11（水）～2/14（日） 

時間：17:00～23:00 

 

 

 

 

 【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：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） 

 

 

 

 

⑬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 ： 10/24（土）～1/11（月・祝）予定  

時間 ： 17:30～24:00 

       

 

 

 

 

 

⑭名古屋三井ビルディング本館・新館 

１）外構イルミネーション 

期間 ： 11/11（水）～1/30（土）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 

 

 

イルミネーションイメージ 

イルミネーション 

外構イルミネーション（昨年実施の様子） 

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


 

⑮ナナちゃんストリート・名鉄百貨店本店  

１）ナナちゃん 

「X’mas フローラルナナちゃん」 

期間：12/9（水）～12/25（金） 

内容：イベントの延期や中止などで、行き場をなくした生花（ロスフラワー）が 

増えています。そんなロスフラワーを、ナナちゃんの衣装として新しく 

生まれ変わらせます。鮮やかな花の衣装をまとったナナちゃんが、 

名駅のクリスマスに華を添えます。 

 

 

２）ショーウインドー 

「Christmas With You」 

期間：11/11（水）～12/25（金） 

内容：人と人とのあたたかい「つながり」をテーマとした 

    クリスマスを提案。今回は、名古屋市身体障害者 

    福祉連合会の皆様とともに、「リサイクル衣料を 

       パッチワークしたマント」を制作しました。店内に 

       いるサンタ人形がマントをまとい、皆さまに温もりを 

伝えられるクリスマスを演出します。 

 【お問合せ先】 

 名古屋鉄道株式会社 グループ事業推進部（ナナちゃん） 

 TEL：052-588-0814 

 株式会社名鉄百貨店本店 営業推進部（ショーウインドー） 

  TEL：052-585-7348・2870 

 

 

⑯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（仮称・建設中）前） 

１）イルミネーション 

期間 ： 11/11（水）～1/11（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 

 

 

 

 

 

 

フローラルナナちゃん イメージ   

 

 

ショーウインドー イメージ   

 

 



 

⑰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 ： 10/24（土）～1/15（金） 

（オブジェは２/14(日)まで）予定  

時間 ： 17:30～24:00 

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。 

         （今年は唐子車がモチーフ） 

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 

 

                                                 

⑰ささしまライブイルミネーション  

１）ささしまライブ一帯 

期間 ： 11/11（水）～2/14（日）  

時間 ： 17:00～23:00 

内容 ： ストリングスホテル館内やマーケットスクエア館内、 

グローバルゲート周辺と屋上庭園の他、マーケットスクエアと 

Zepp の間、愛知大学と中京テレビからロイヤルパークス ER 

ささしまの間でもイルミネーションを実施。 

       

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

昨年実施の様子 

昨年実施の様子 

昨年の「ささしま賞」受賞写真 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 【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 6 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 

東和不動産㈱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） グローバルゲート（昨年） マーケットスクエアささしま（昨年） 


