きらめく
冬イルミ！

東大宮

クレアエスト

宝石みたいな
自家製ショコラ

3

ベルギー産チョコを使っ
たショコラの中には、な
めらかな口当たりのガナ
ッシュチョコ。ユズやイ
チゴなど、色とりどりな
のも◎。13年3月頃まで。

1高さ約5mのツリ
ーが 登 場。～12/25
まばゆいほどのオ
㊋23コクーンプラ
ーロラに、感激間
ザへと続く東口デッ
違いなしです！
キでは“カーモス（極
夜）の世界”がテーマ
のイルミも。17:00～ スタッフの髙木美奈さん

870、6個入り￥1280。1粒￥180

JR東
東大
宮駅
北本線

蓮田

東口

西友 モス
バーガー
東大宮
駅入口
サイゼリヤ

クレアエスト

土呂

iさいたま市見沼区東大宮

6-158-1

1048･872･6340
610：00〜19：00
d㊌※13年1/2㊌は営業、
1/15㊋〜18㊎休み fなし
P3台（無料）
eJ東大宮駅東口より徒歩5分
3www.clairest.net/

七里

メルシーノグチ

天空を舞台に拡がる神秘的な世界をテー
マにしたイルミが登場。ツリーの上空10
ｍから降り注ぐオーロラが、ロマンティ
ック！ サプライズ演出も楽しみ。

1

1

1けやきひろばのけやきの木約150本にブ
ルー、ホワイトとキャンドル色のLEDを
織り交ぜて装飾2高さ12ｍのクリスマス
ツリーも。～12/25㊋31階商業空間内の
植栽エリアは初イルミ4フォトスポットに
最適な惑星オブジェが登場する芝生広場

〜 13年
2/14㊍
約19万球

iさいたま市大宮区吉敷町4-267-2
1048･601･5050 6イルミ点灯/10：00〜24：
00※ツリーは12/25㊋まで dなし P1000
台(¥200/30分） eJさいたま新都心駅東口
より徒歩すぐ 3www.cocoonweb.jp/

3
新しくなった新都
心ブルーのイルミ
ネーションをお楽
しみください！

イベントもCHECK!
サンタやトナカイの音楽隊とパレード。参加
したキッズにはお菓子のプレゼントも。当日
10:00～全回の参加券配布。各回先着50名

2

2

七里駅
入口

マルエツ

イベントもCHECK!

rベルギーチョコプリン￥250。
HPでお取り寄せも受け付けOK

クリスマスコンサート
inけやきひろばイルミ
ネーション2012-2013
●開催：12/23㊗〜25㊋
14：00〜20：30(予定）

〜13年
2/14㊍
約5万球

クリスマスツリーの目
前でゴスペルやアカペ
ラ、管楽器演奏などを
披露。12/25㊋はウル
トラマンもやってくる！

さいたま新都心けやきひろば
イルミネーション2012-2013
〜13年2/14㊍ 17：00〜24：00

復活した新都心ブルーイルミに注目
青色LEDイルミの先駆けであった
「けやきひろ
ば」
が、7年ぶりに新都心ブルーのイルミに。1
階部分には初の植栽エリアイルミもお目見え。

店内のいろんな席
からイルミが見え
ます！ ツリーが
目の前の席も♪

JR武

線
蔵野

東浦和

武蔵浦和

浦和
南浦和駅
西口

丸広百貨店

蕨

さいたま市
文化センター JR京浜東北線

手作りチーズケーキの店
ダンテ本店

3

rフォンダンチョコ￥380。電子
レンジで40秒ほど温めて食べる
iさいたま市南区根岸3-19-13
1048･865･5858 69：30〜19：00
d㊌※12/31㊊〜13年1/3㊍、1/12
㊏〜20㊐
fなし Pなし
eJ南浦和駅西口より徒歩8分
3www.dante.co.jp
※ 大 丸 浦 和 パ ル コ 店1048･615･
6000、工房店1048･883・8600あり

スタッフの真美さん

大宮カタクラパーク

さいたま
新都心

ラッテ オ(飲 む チ
ーズケーキ) ￥294

さいたま新都心

体に優しい食材を使った
スイーツが信条。この冬
は、温めて味わうフォン
ダンチョコが登場。しっ
とりした口当たりと濃厚
なチョコの旨味をぜひ。

〜13年2/14㊍ 17：00〜24：00

イルミを眺めつつイタリアン！

冬の星座がきらめく光の広場
r親しみのある星座のモチーフを取り入れた
イルミで、年代を問わずに親しまれる空間に

イベントもCHECK!
動物園のクリスマスパーティ̶♪〜ホワ
イトドッグズ＆キャッツからのクリスマ
スプレゼント●開催:12/24㊗10:00〜16:00

カタクラウッディー広場で、サンタの衣装
を着た動物たちとふれあえる。入場無料

どんな星座が
あるか、見つ
けてください

スタッフの
宗像賢治さん

を見下ろす立地にあるイタリ
trグループに最適なカジュアル 「けやきひろば」
な空間のほかカップルシートもあり アンバール。県産の直送野菜を使用した料理

冬の大三角形やオリオン座をはじめ、代
表的な冬の星座がきらめく楽しさにあふ
れたイルミ。12/26㊌～は、バレンタイ
ンカラーに変化するのにも注目したい！
iさいたま市大宮区吉敷町4-263-8
1048･645･7105 6イルミ点灯/17：00〜
24：00 dなし P1000台（￥200/30分）
eJさいたま新都心駅東口より徒歩2分
3www.katakuraweb.jp/kp_omiya/

フェリーチェ ダイニング

は美味。日替わりおすすめメニューも人気だ。
ソムリエ推奨ワインとのマリアージュをぜひ。

r牛ロース肉のタリアータ￥1480、リングイネ渡り蟹のトマトク
リームソース￥1250、本日の前菜5種盛り合わせ￥1280︵夜のみ）
※年末年始のお休み、イベントの内容などは11/9時点での情報のため変更の場合があります。

iさいたま市中央区新都心10 けやきひろば3F
1048･600･1567 611：00〜15：00、17：00〜23：30、
㊎〜翌3：00(LO翌2：00）
、㊏㊐㊗11：00〜23：30(LO各
30分前） d12/31㊊、13年1/1㊗ f120席
P500台(食事利用で120分無料、以降￥200/30分）
eJさいたま新都心駅より徒歩2分

2

冬の訪れとともに始まった街中のイルミネーション。

濃厚チョコが魅力
ホットなスイーツ

大切な人と、きらめく光の宝石に包まれて歩けば、

南浦和

手作りチーズケーキの店 ダンテ本店

いつしか寒さも吹き飛ぶはず。 人で味わいたい、

iさいたま市中央区新都心10
1048・601・1122(株式会社さいたまアリーナ）
6イルミ点灯/17：00〜24：00※クリスマスツリーは
12/25㊋まで dなし P200台（￥400/60分、以降
￥200/30分）eJさいたま新都心駅より徒歩2分
3www.saitama-arena.co.jp/illumination2012

冬のチョコレートスイーツもしっかりチェックして！

メルシー
ノグチ

企画室の
中村健一さん

4
さいたま新都心

大和田

線

田

野

武

東

頭上一面に広がるオーロラに感動

iさいたま市見沼区大谷1774-1
1048･683･1657
69：00〜19：30
d㊌※13年1/1㊗
fなし Pなし
ef七里駅より徒歩20分、
車/東北道岩槻・浦和インターより
各約20分
3merci-noguchi.jp/

岩槻

七里駅

〜13年
2/14㊍
約20万球

〜13年2/14㊍ 10：00〜24：00

クリスマスパレード●開催:12/15㊏･16㊐
10：30、12：00、13：30、15：00※各回20分程度

うこっけいしあわせプリ
ンで人気のパティスリー。
まるでチョコのクリーム
のような食感のベルギー
チョコプリンは、濃厚な
味わいで満足度抜群！
うけっこいしあわ
せプリン￥315

コクーン新都心

キラキラ

口どけなめらか！
チョコプリン

さいたま新都心

マカロン各種￥210、
rショコラアソート4個入り￥
エクレア￥280

華やかなイルミに包まれる
さいたま新都心で
散歩

1粒でも満足度の高い正統派からチョコスイー
ツまで充実。大切な人へのギフトにもぜひ！

2

