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                                   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

 2022〈LOVE〉』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 2022〈LOVE〉』を、11月14日（月）～12月25日（日）に開催します（一部の装飾

は2023年2月まで設置予定）。 
開催初日の11月14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、今年は2020年以来のHAL東京とのコラボレーションによる『LOVE Art Museum』を同時開催

いたします。『LOVE』をテーマとするイルミネーションに合わせて、HAL東京でCGやデザインを学ぶ学

生が制作する『今年ならではのLOVE＆Christmas』をテーマとした作品を展示。クリスマスイルミネー

ションとともに、未来を担うクリエイターの卵たちの瑞々しい作品が楽しめます。 
 

※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 2022〈LOVE〉』開催エリアマップ 

※写真は 2021 年のイルミネーションです。 
 
 
 

【一般の方のお問い合わせ先】  
新宿パークタワー総合案内 03-5322-6640（9 時～17 時） 

 
 

【報道関係の方のお問い合わせ先】  

『西新宿街ぐるみプロジェクト illumination museum 2022』広報事務局 

press@syncagr.com 
 

西新宿の 9 施設でイルミネーションを展開！ 

11 月 14 日（月）点灯～12 月 25 日（日） 
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『西新宿街ぐるみプロジェクト illumination museum 2022〈LOVE〉』開催概要 

 
 
名   称： 『西新宿街ぐるみプロジェクト illumination museum 2022〈LOVE〉』（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 14 日（月）17 時から順次点灯～12 月 25 日（日）※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。2 年ぶりとなる HAL 東京とのコラボレーションも同時開催。 

 
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 18回目の開催となる。 

 
 
 
 

『LOVE Art Museum』概要 
 

 
名   称： LOVE Art Museum 
 
開催期間： 11 月 14 日（月）～12 月中 ※開催場所ごとに展示期間は異なります。 
 
内   容： イルミネーションの点灯期間に合わせ、HAL 東京で CGやデザインを学ぶ学生が制作した作品を

展示。 
 
ＨＡＬ東京 https://www.hal.ac.jp/tokyo 
 

テ ー マ：       「今年ならではの LOVE&Christmas」 
 
開催場所（予定）： 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 
 
 
 
 

「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 

「新宿アイランドイッツ ウインターイルミネーション」 

【期間】11月14日（月）～2023年2月14日（火） 

【時間】17：00～23：00 

【演出】「Positive Christmas」をテーマに、人々を元気付
ける赤色でポジティブなメッセージを発信します。 

円形のパティオ広場の中心にメインツリーを配し、手すり

や階段部分もライトアップ。館内やアトリウム棟出入口に
もツリーを配置。 

【VIEWポイント】地下1階パティオ広場の高さ約4mのメイ

ンツリーをリボンに見立てた赤いイルミネーションで飾り
付けます。 

●新宿アイランドイッツ クリスマス大抽選会 2022 

抽選会実施期間：12 月 21 日（水）～12 月 23 日（金） 
内容：3 年ぶりに新宿アイランドイッツの大抽選会が復活！ 

対象店舗のご利用 3,000 円ごとに抽選券 1 枚、300 円ごとに抽選補助券

1 枚をお渡しします。 
抽選券 1 枚または抽選補助券 10 枚で 1 回抽選にご参加いただけます。 

 

新宿センタービル 

【期間】11月14日（月）～2023年2月14日（火）＜予定＞ 

※クリスマス装飾は2022年12月24日（土）迄 
【時間】17:00～22：00 
【演出】テーマは「FOREST CHRISTMAS」。 

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】エントランスツリーには温かみのある森のキャン

プをイメージした装飾と座れるフォトスポットを用意。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 14 日（月）～2023 年 2 月 14 日（火） 

【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、1階エントランスのクリスマスモニュメント 

 

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２０２２」 

【期間】11 月 14 日（月）～2023 年 2 月 14 日（火） 

【時間】16：00～24：00 

【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（日） 

 

新宿三井 
ビルディング 

【期間】11月14日（月）～2023年2月14日（火）＜予定＞ 

【時間】17:00～22：00  
【演出】11月中旬～12月25日（日）にてクリスマスツリー

を設置。テーマは「ナチュラルフィーリング」。約10,000球

のLEDでツリーを装飾する。 
【VIEWポイント】円形バルコニー設置のツリー、南正面エ

ントランスイルミネーション 

 

京王プラザホテル 

【期間】11 月 10 日（木）～12 月 25 日（日） 

※外周イルミネーションは 11 月 9日（水）～2023 年 2 月
28日（火） 

【時間】メインロビー＝終日 

     外周イルミネーション＝16：00～24：00 
【演出】雪が降り積もったような輝く白い世界をイメージ。

散りばめられた星々がキラキラ輝き、上から下へ流れる

イルミネーションと白枝のアーチで、クリスマスの高揚感
を演出します。 

南館2 階吹き抜けと2階通路にもクリスマス装飾を展開。 

●クリスマスケーキ ご予約受付中 （12 月 18日まで） 

本館２階/フードブティック＜ポピンズ＞ 
【ご予約】03-3344-0111（代表） 10：00～19：00 

【お渡し】12 月 17 日（土）～25 日（日） 11：00～21：00 

●クリスマススペシャルメニュー2022 
12 月～各店舗クリスマスの特別メニューをご用意しております。2 階/オー

ルデイダイニング＜樹林＞ではクリスマスがテーマのスイーツブッフェも

開催。 
【お問い合わせ】03-3344-0111（代表）※店舗により開催期間、内容が異

なります。詳しくはお問合せ、または公式ホームページをご覧ください。 

パーク ハイアット 
東京 

【期間】11月14日（月）～ 2023年2月14日(火) 

【時間】16：00～24：00 

【演出】ホテル正面玄関から道路までのドライブウェイ
に、約 26,000球の LEDによる、あたたかみのあるイルミ

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） 
●ホリデーシーズン ディナー 

【ご予約・お問い合わせ】52 階 ニューヨーク グリル（03-5323-3458）／ 

41 階 ジランドール（03-5323-3459）・ピーク ラウンジ（03-5323-3461）／ 
40 階 梢（03-5323-3460） 
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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】10 月末～2023 年 3 月末日（予定） 

※ロビーのクリスマスツリーは 11 月 9日（水）～12 月 25
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シンプル

かつシック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 ご予約受付中 
毎年ご好評いただいているハイアット リージェンシー 東京のクリスマス

ケーキ。今年はご自宅でデコレーションできる DIYケーキとスペシャリテの

ショコラ、定番のルドルフをご用意しました。 
【ご予約・お問い合わせ】 

レストラン総合案内 03-3348-1234（代表） 

【お渡し期間】 

12 月 23 日（金）～25 日（日） 

 

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18日（金）～ 

【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18日（金）より約7メートルのクリ

スマスツリーが登場します。 

11月18日（金）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10月28日（金）より予約を受け付けます。 

 


