協会
が
ご案
内!!
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冬のイルミ&
イベントカレンダー

国

観
さいたま

光

い
まいま

街中にイルミがともればいよいよ冬本番。十日市や与野
七福神仮装パレードなど、年末年始らしい行事も楽しみ。

16年1/13㊌〜18㊊
大宮髙島屋開店45周年記念

12月

6F
催会場

大宮髙島屋

〜16年2/14㊐
コクーンシティイルミネーション

gコクーンシティ
（大宮区）
1048・601・5050
（代）
（コクーンシティ）

A

12/10㊍ 十日市

g武蔵一宮氷川神社及びその周辺
（大宮区） ※1

12/12㊏ 十二日まち

g調神社及びその周辺
（浦和区） ※1

12/22㊋ 一山神社冬至祭

g一山神社
（中央区） ※2

2016年1月

富山県が誇る豊かな食文化や工芸品を
紹介。食事処では、真っ黒なスープが
特長の醤油ラーメン 富山ブラック も
登場。豊かな風味を楽しめる。

●大宮駅東口

gさいたま新都心けやきひろば
（中央区）
1048・601・1122
（さいたまアリーナ）

1F正面ホールで「リトルプリンス星の
王子さまと私 クリスマスショップ」を
〜12/25㊎開催中。A4クリアファイル
432円、クッション（約45×45㎝）3,240
円など、原作「星の王子さま」や映画
のキャラクターのアイテムが並ぶ。

B

iさいたま市大宮区大門町1-32
1048･643･1111
610：00〜19：30、
12/31㊍9：30〜18：00
d16年1/1㊗
P提携駐車場利用（￥3,000以上の利用で120
分まで無料）
eJe㋥大宮駅東口より徒歩2分

1/3㊐ 与野七福神仮装パレード

〜12/25㊎

g与野本町通り周辺
（中央区）※1

Xʼmasトリック
幻想ストリートアート

1/16㊏・1/17㊐
2015/16V・プレミアリーグ
女子さいたま大会

gさいたま市記念総合体育館
（桜区）
1080・9561・5400
（埼玉県バレーボール協会）

C

1/16㊏〜2月上旬
第8回ロウバイ観賞・ミニまつり

g石井実生園・ハナミズキの森
（見沼区）
1048・684・2781
（石井実生園）

2月
2/20㊏〜3/6㊐ 梅まつり

g大宮第二公園
（大宮区）
1048・642・2228
（大宮第二・第三公園管理事務所）

D

2/27㊏〜3/13㊐ 第13回まちかど雛めぐり

g岩槻駅東口周辺商店街
（岩槻区）
1070・1274・4971
（同実行委員会）

岩合光昭写真展
「ふるさとのねこ」

●大宮駅西口

丸井大宮店
この冬は、丸井大宮店館内にトリック
アートが出現！ 見て、触って、写
真を撮って 楽しめる、新しいジャン
ルの幻想アート。館内各所にトリック
アートが設置されており、不思議なア
ートの世界を体感できる。

Dハートのモチーフがかわいらしいクリ
スマスツリーがお出迎えしてくれる

コチラもチェック！
〜16年2/14㊐

今年のクリスマスのテーマは、 LOVE
&GIFT 。ハートモチーフのツリーが
店頭に登場し、クリスマスムードを盛
り上げる！ 617：00〜24：00（予定）

●浦和駅東口

浦和パルコ
iさいたま市大宮区大成町3-47
1048・651・0088
610：00〜18：00※入館は17：30まで
d㊋（㊗の場合開館）、12/29㊋〜16年1/1
㊗ 7￥1,000、
小・中・高校生￥500、
幼児
￥200 P280台
（￥500/1日）
e㋥鉄道博物館駅より徒歩1分

そごう大宮店
〜12/25㊎は、2F大宮駅側の入口に高さ2.5
ｍのクリスマスツリーがお目見え。きらめく
オーナメントがクリスマスムードを盛り上げ
る。12/23㊗〜30㊌は、年末年始に備えたい品
が充実の 食品歳末お買い得市 を開催。

iさいたま市大宮区桜木町1-6-2
1048･646･2111
（代）
610：00〜20：00、
12/18㊎〜24㊍〜20：30、31
㊍〜19：00、
B1食品売場9：00〜19：00※一部店
舗により異なる dなし
P698台
（最初の60分￥400、
以降￥250/30分、
￥2,000以上の利用で120分無料）
eJe㋥大宮駅西口より徒歩3分

クリスマスのイルミネーションや冬のセール、
初売り、福袋など、年末年始のデパート＆ショ
ッピングモールは、楽しみがいっぱい。しっか
りチェックして、お目当てをお見逃しなく！

D館内には、クリスマスコレク
ションを紹介するポスターが登
場し、気分を盛り上げてくれる

〜12/25㊎

ショッピング★ラリー

●大宮駅直結

ルミネ大宮店
〜12/25㊎は、 オシャレメンズがおすすめ！
ギフト★コレクション をはじめ、クリスマ
スイベントが続々。12/12㊏〜は、ルミネ2
の4Fにあるレストラン休憩スペースで、 週
末★クリスマス手作り体験 を楽しもう！

1F
正面入口

クリスマス
イルミネーション

日本鉄道の建設工事に活躍した善光号機関車

7F
催事場

全館

ショッピングと、食品orレストラン各
1枚のレシート計2枚を集めると、
「キ
ラキラアイテム」プレゼント。
（毎日先
着100名、対象外店舗･金額条件あり）
iさいたま市大宮区錦町630
1048･645･1411
（代）
6 10：00 〜 21：00 、レストラン 11：00 〜 22：00
（LO21：30）
、
12/31㊍10：00〜19：00（全館）※一
部店舗により異なる d16 年1/1㊗※一部店
舗は営業予定 P大宮駅屋上駐車場約470台、
さいたま市営駐車場約670台
（￥200/30分ほか、
￥3,000以上の利用で120分無料）
eJe㋥大宮駅より徒歩1分

D浦和駅西口からすぐの好立地。初売り
では、お得度抜群な福袋を狙いたい！

〜12/25㊎

鉄道博物館

●大宮駅西口

B1
食料品
フロア

iさいたま市大宮区桜木町 2-3 1 048･642･
0101 610：30〜20：30、㊐㊗10：00〜20：00（翌
日が休日の場合は〜 20：30 ）、12/31㊍ 10：30 〜
18：30、16年1/2㊏10：00〜20：30 ※一部店舗
により異なる、12/19㊏〜25㊎は、閉店時間が異
なるので要問い合わせ d1/1㊗ P提携駐車
場利用（￥150/30分ほか、￥2,000以上の利用で
120分無料） eJe㋥大宮駅西口より徒歩2分

浦和

動物写真家･岩合光昭氏撮影のネコの写
真を展示。ネコグッズ販売も。16年1/2㊏、
5㊋は「トーク＆サイン会」
。各日11：00、
14：00 7入場￥500、高校生以下無料

クリスマスムードあふれる館内で、ト
リックアートが楽しめる。場所は、
2F正面入口、3F下りエスカレータ前、
7Fレストラン街。7参加無料

※1 1048・647・8339
（さいたま観光国際協会、
9:00〜17:45、㊏㊐㊗、
12/29㊋〜31㊍休み）
※2 1048・829・1723
（さいたま市文化財保護課、
8:30〜17:15、㊏㊐㊗、
12/29㊋〜31㊍休み）、1048・835・3156（さいたまコールセンター）

1885（明治18）年3月、日本初の私設
鉄道・日本鉄道が、現在の高崎線に
大宮駅を設置。同年7月、大宮〜宇
都宮間が開業した。本展では、大宮
及びその周辺地域が鉄道と共に発展
してきた歩みを紹介する。

16年1/1㊗〜11㊗

Dトリックアートにサンタクロースが登
場。記念撮影ができるのもうれしい！

1/1㊗ 日進餅つき踊り
g日進神社
（北区） ※2

駅
大宮
駅、

Dキラキラと輝くツリーが華や
か。期間中は各フロアでクリス
マスギフトも多数登場

富山県の物産と観光展

〜16年1/11㊗ さいたま新都心
けやきひろばイルミネーション

第13回企画展
「大宮駅・宇都宮線開業
130周年企画展OH ! MIYA HISTORY」

周辺

D16年1/2㊏〜19㊋ の「WINTER 2016
タカシマヤクリアランス」も楽しみ！

iさいたま市浦和区東高砂町11-1
1048･611･8000 610：00〜21：00、
12/31㊍

12/18㊎〜25㊎は 謎解きイベント 迷 10：00〜19：00、16年1/1㊗9：00〜18：00、レス
子のパルコアラサンタを探し出せ！
トラン街11：00〜23：00、12/31㊍〜19：00、16
開催。パルコアラサンタを見つけると 年1/1㊗〜18：00※B1ほか、一部店舗により異
なる dなし
プレゼントがもらえるチャンス（各日
P提携駐車場利用（￥200/30分ほか、
￥3,000
先着100人、当日利用のレシート提示）
。 以上の利用で120分サービス）
1/1㊗〜17㊐はグランバザールも。
eJ浦和駅東口より徒歩1分

12/21㊊〜25㊎

クリスマスプレゼント
抽選会
●浦和駅西口

浦和コルソ
コミュニティプラザ
クリスマスプレゼントが当たるプレゼント抽
選会を12/21㊊〜25㊎に実施。国内旅行をは
じめ、豪華な賞品が続々登場する。また、16
年1/3㊐の初売りには、福袋も販売。1/3㊐
〜12㊋は、クリアランスセールも開催する。

2F
特設会場

期間中、館内店舗でのお買い物￥3,000
（税込）ごとに1回、抽選会に参加でき
る。1泊2日の国内旅行をはじめ、豪
華な賞品が多彩にお目見えする。
iさいたま市浦和区高砂1-12-1
1048･824･5555
610：00〜20：00、
飲食店11：00〜22：00、
12/31
㊍10：00〜18：00、
B1食料品売場9：00〜19：00、
飲食店11：00〜19：00※一部店舗により異なる
d16年1/1㊗･2㊏
P提携駐車場利用
（￥2,100以上利用で60分無
料） eJ浦和駅西口より徒歩1分

4クリスマスステーションには、オーナメントや
北欧雑貨など、センスのいい品が豊富！

12/26㊏〜31㊍

大歳の市

B1
食料品
フロア

年越しそばや生鮮食品、お菓子、
酒類、おせち食材など、年末年始
の食卓を飾る食品がズラリ。お年
賀ギフトに最適な干支にちなんだ
品も並ぶ。数量限定でおせちセッ
トの当日販売もあり。

16年1/3㊐〜5㊋

新春祭

全館

食料品をはじめ、ファッション、
雑貨、
リビング用品などの 福袋
（1/3㊐・4㊊のみ）
、
豪華商品や夢
を叶える 開運デラックスパック 、
中身が見える スペシャルパック
などが多数登場！

●浦和駅西口

伊勢丹浦和店
〜12/25㊎は、6Fリビングフロアに「ク
リスマスステーション」が登場。家族で
楽しめるクリスマス をテーマに、バラ
エティに富んだインテリア雑貨が充実。
16年1/3㊐〜5㊋は、7F催物会場で「大壱
万均一祭」も開催する。

iさいたま市浦和区高砂1-15-1
1048・834・1111
（代）
610：30〜19：30、1F・B1〜20：00、
レストラン街11：00〜22：00、
12/31
㊍10：00〜18：00、
食品のみ9：00〜、
16年1/3㊐10：00〜19：30、1F・B1〜
20：00
d 16 年 1/1 ㊗・2 ㊏ P 167 台（￥
400/60分、以降￥200/30分、合計￥
3,000以上の利用で120分無料）
eJ浦和駅西口より徒歩1分

年中無休・24時間営業

サウナ・スパ & カプセル・ビジネスホテル
JR大宮駅東口徒歩 3 分 南銀座通り

〒330-0845

さいたま市大宮区仲町1-119-1（パークプラザ大宮ビル）

T E L 0 4 8（ 6 4 3 ）5 8 1 1（ 代 ） FA X 0 4 8（ 6 4 3 ）3 1 3 7
http://www.parkplazahotel.net/

5

「鉄道博物館」では、12/19㊏〜25㊎にクリスマスイベントを開催。〜16年2/15㊊はパークゾーンでイルミネーションも楽しめる。616:30〜22:00、16年1/18㊊以降は17:00〜22:00

「伊勢丹浦和店」では、12/25㊎〜31㊍に各階でスペシャルセールを開催。また初売りは、各階セールに加え、16年1/3㊐・4㊊は7Fアートホールで ハッピープライスバーゲン も！

4

