
 
 

  2021年11月 
                                   西新宿街ぐるみプロジェクト 

  

『illumination
イルミネーション

 museum
ミュージアム

 2021』開催！ 
 
 

「西新宿街ぐるみプロジェクト」（2 ページ参照）では、西新宿の活性化を目的に、クリスマスイルミネーションや

西新宿ならではの夜景を、街全体で楽しんでいただける『西新宿街ぐるみプロジェクト illumination 
museum 2021』を、11 月 15 日（月）～12 月 25 日（土）に開催します（一部の装飾は 2022 年 2 月まで設

置予定）。 
開催初日の 11 月 15 日（月）は、新宿アイランド、新宿センタービル、新宿野村ビル、新宿パークタワー、

新宿三井ビルディングのイルミネーションを 17 時から一斉点灯します。 
 
また、西新宿街ぐるみプロジェクトでは、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌に向けた取り組みを実施しておりま

す。皆様が安⼼してご鑑賞いただけるよう、ご来街の際は、マスクの着⽤をお願いいたします。 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

『西新宿街ぐるみプロジェクト illumination museum 2021』開催エリアマップ 
※写真は 2020 年のイルミネーションです。 

 
 
 

【お問い合わせ先】 
★読者問合せ先：新宿パークタワー総合案内 03-5322-6640（9 時～17 時） 

 

西新宿の 10 施設でイルミネーションを展開！ 

11 月 15 日（月）点灯～12 月 25 日（土） 
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『西新宿街ぐるみプロジェクト illumination museum 2021』開催概要 

 
 
名   称： 『西新宿街ぐるみプロジェクト illumination museum 2021』（略称『illumination museum』） 
 
主   催： 西新宿街ぐるみプロジェクト 
 
開催期間： 11 月 15 日（月）17 時から順次点灯～12 月 25 日（土）※予定 
 
目   的： 西新宿全体の活性化 
 
内   容： 徒歩圏内にある 5 ビルディング、4 ホテルが実施するクリスマスイルミネーションを鑑賞していただきながら、

夜景をはじめ、各施設での飲食や物販など、西新宿の街ぐるみならではの規模感と回遊性を楽しんでい
ただく。 

 
開催場所： 【ビル】 

新宿アイランド、新宿センタービル、新宿野村ビル、新宿パークタワー、新宿三井ビルディング 
【ホテル】 

京王プラザホテル、パーク ハイアット 東京、ハイアット リージェンシー 東京、 ヒルトン東京 
 

 （各五十音順） 
 

歴   史： 「西新宿街ぐるみプロジェクト」の活動第１弾として、それまでビルごとに行っていたクリスマスイルミネーション
を、2005 年 11 月 14 日に一斉点灯した。以来、一斉点灯をはじめ連動した企画を毎年開催し、今年
は 17 回目の開催となる。 

 
 
 
 
 

「西新宿街ぐるみプロジェクト」概要 
 

 
名称： 西新宿街ぐるみプロジェクト 
 
主催ビルディング： 新宿アイランド、新宿センタービル、新宿野村ビル、新宿パークタワー、新宿三井ビルディング 
 
協賛企業： 京王プラザホテル、パーク ハイアット 東京、ハイアット リージェンシー 東京、ヒルトン東京 

（各五十音順） 
 

活   動： 街を利用する人や働いている人々が「いい街になった！」と実感できる街づくりを目指し、ビル事業者の垣
根を取り払った「街ぐるみ」の地域活性化活動を展開している。 

 
経   緯： 2005 年春、“西新宿を働きやすい街にしたい”という思いから、新宿アイランド、新宿野村ビル、新宿パー

クタワー、新宿三井ビルディングの 4 つのビルが手を組んで生まれた。高層ビル街にオフィスビルを所有・運
営する企業が母体となった、他に例を見ないエリア活性活動組織。その後、新宿センタービルが主催ビル
ディングに参加。協賛企業等も加わり、活動の規模も大きくなっている。 

 
公式サイト： 「西新宿街ぐるみ.net」 http://www.machigurumi.net/ 

西新宿エリアの施設簡単検索からイベントやフェア情報など魅力的な情報が満載 
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【ご参考】各ビル・施設主催イルミネーション・キャンペーン等 概要 

 
主催ビル・施設 イルミネーション（予定） キャンペーン等（予定） 

新宿アイランド 

【期間】11月15日（月）～2022年2月14日（月） 
【時間】17：00～23：00 

【演出】「ジュエルド・イルミネーション・クリスマス」をテーマに、

地下1階パティオ広場、1階アプローチ広場を中心に、宝石の
ようなイルミネーションをディスプレイします。 

アプローチ広場正面にはお馴染み真っ赤な「LOVE」を中心

に、ケヤキの木にシャンパンゴールドのイルミネーション。 
円形広場のパティオの中心にメインツリーを配し、周辺は、1

階ガラス手すり部分をぐるっとライトアップ。色が変化する光の

演出をお楽しみ下さい。 
1F アプローチ広場・・・樹木（高さ約 15ｍ）10 本及び低木を

合計約 62,000球の LED で装飾（1/22 まで）。 

【VIEWポイント】地下1階パティオ広場では、宝石のようなカラ

フルな輝きのクリスマスツリーがアイランドを幻想的に演出しま

す。 

●クリスマススクラッチキャンペーン＜予定＞ 
期間：12 月上旬～12 月 25 日（スクラッチカードが無くなり次第終了） 

内容：期間中、新宿アイランドイッツ店舗にて 500円（税込）以上のご利用で

スクラッチカードを 1枚進呈。当たりが出たら、対象店舗で金券としてご利用い
ただけます！ 

新宿センタービル 

「新宿センタービル クリスマスイルミネーション」 

【期間】11月20日（土）～2022年2月14日（月）＜予定＞ 

※クリスマス装飾は2020年12月24日（金）迄 
【時間】17:30～23：00＜予定＞ 

※初日は17：00に点灯 
【演出】海外から輸入したオーナメントをふんだんにあしらった

煌びやかなツリーと、ビルを彩るイルミネーションがお出迎え。 

【VIEWポイント】オフィスエントランスロビーの4.5ｍツリー。 

【特長】フォトスポット（水の広場設置）にはカラフルで暖かみ

のあるイルミネーションを使用。全体的には超高層オフィスビル
の西新宿らしい、上品な装飾を展開していきます。 

●クリスマス大抽選会＜予定＞ 

会場：B1 階 水の広場 特設カウンター 
内容：クリスマス期間には新宿センタービルで大抽選会を実施。対象店舗の利

用でもらえる抽選券で豪華賞品が当たります！ 

新宿野村ビル 

【期間】11 月 15 日（月）～2022 年 2 月 14 日（月） 

【時間】17：00～24：00 

【演出】南側ケヤキ並木、サンクンガーデンをはじめ、館内各
所でディスプレイ展開。南側ケヤキ並木やサンクンガーデンを

中心としたビル外周部を、約 52,000 球のシャンパンゴールド

の LED で装飾したイルミネーション。 
1階エントランスにはクリスマスモニュメントを設置。 

※新宿野村ビルのイルミネーションは、環境に配慮し「グリー

ン電力」を使用予定です。 
【VIEWポイント】地下１Fサンクンガーデン、南側ケヤキ並木 

 

新宿パークタワー 

「新宿パークタワー ウィンターイルミネーション２０２１」 

【期間】11 月 15 日（月）～2021 年 2 月 14 日（月） 
【時間】16：00～翌 6：30 

【演出】「暖かな光が描き出す洗練された大人の空間」を 

テーマに、噴水広場を中心に、約 6万球のシャンパンゴ 
ールドの LED ライトがビルを暖かく包みます。 

喧騒を離れ、噴水の音が響く静かな空間と、水面に映るイ

ルミネーションの美しい光が洗練された大人の空間を演出し
ます。 

※モミの生木のクリスマスツリー（ビル１階のアトリウム）展示は

11 月中旬～12 月 25 日（土）＜予定＞ 
【VIEW ポイント】噴水広場の水面に映る光、噴水広場から

B1F につながる「告白の階段」。 

 

新宿三井 
ビルディング 

【期間】11月15日（月）～2022年2月14日（月） 

【時間】16:30～24：00  

※初日は17：00点灯 
【演出】クリスマスツリーのテーマは「「ゼロホワイトツリー」。円

形バルコニー設置のツリーと55ダイニングの天井ディスプレイの

装飾内容を統一して実施。 
【VIEWポイント】ペデストリアンデッキ、円形バルコニー設置の

ツリー 

 

京王プラザホテル 

「ハートで贈るホワイトクリスマス」 

【期間】11 月 13 日（土）～12 月 25 日（土） 
【時間】終日 

【演出】白を基調としたイルミネーションに、高さ、約 5ｍ

50cm、4,500 個のマスキングテープで制作したハートのオブ
ジェが幻想的に浮かび上がります。 

南館 2 階の吹き抜けにもメインロビーと連動したディスプレイ

を展開します。 
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パーク ハイアット 
東京 

【期間】11月15日（月）～ 2022年1月3日(月)   
【時間】16：00～翌朝 6：00 

【演出】ホテル正面玄関から道路までのドライブウェイを LED

約 26,000球で暖かみのあるイルミネーションをディスプレイ 

●クリスマスケーキ 

【ご予約・お問い合わせ】2階 ペストリー ブティック（03-5323-3462） 

●ホリデーギフト 

【ご予約・お問い合わせ】1階 デリカテッセン（03-5323-3635）及び 

 2階 ペストリー ブティック 03-5323-3462 

●ホリデーシーズン ディナー 

【実施店】ニューヨークグリル（52F）／ジランドール・ピーク ラウンジ（41F）/梢

（40F） 

ハイアット 
リージェンシー  
東京 

 「クリスマスイルミネーション」 

【テーマ】光の海 

【期間】11 月 10 日（水）～2021 年 3 月末日（予定） 

※ロビーのクリスマスツリーは 11 月 5 日（金）～12 月 26 日
（日）迄 

【時間】外周…日没～深夜 0：00 

アトリウムロビー（2F）…終日 
【演出】外周…約60,000球のLEDで幻想的な“光の海”を

描きます。アトリウムロビー…スワロフスキー®・クリスタルを使

用した壮大な3基のシャンデリアが煌めく28m吹き抜けの大空
間に、約5ｍのクリスマスツリーが青を基調とした華やかな装

飾で彩られます。 

【VIEWポイント】スワロフスキー®・クリスタルのシャンデリアが輝
く吹き抜けのロビーの下でクリスマスツリーをバックに 

●クリスマスケーキ・クリスマスプレート 

【ご予約・お問い合わせ】ロビー階（２階） カフェ 

03-3348-1234（代表） 

ヒルトン東京 

「クリスマスイルミネーション＆デコレーション」 

 【期間】11月12日（金）～ 
 【テーマ】オーセンティック   

【VIEWポイント】ホテルエントランスと、ホテル前の歩道に約

40,000球のイルミネーションが点灯。ホテル1階「マーブルラウ
ンジ」には11月12日（金）より12月25日（金）まで6メートルの

クリスマスツリーが登場します。 

11 月 12 日より、ホテル全館にてクリスマスデコレーションを開始。1 階「マーブル
ラウンジ」では同時期、クリスマスランチ＆スイーツビュッフェも開催。ホテル 1 階ロ

ビー中央には、ヨーロッパのクリスマスマーケットをイメージしたデコレーションが施さ

れ、各種クリスマススイーツの販売を行います。クリスマスケーキは 11 月 12 日よ
り予約を受け付けます。 

 


