
報道関係者各位 

プレスリリース 

2021 年 11 月 12 日 

幕張新都心イルミネーション実行委員会 

『マクハリイルミ 21/22 -虹色の光／希望あふれる未来へ向けて－』 
11 月 12 日（金）から 1 月 31 日（月）まで JR 海浜幕張駅南口広場・北口広場で開催 

点灯式 11 月 12 日（金）17:30 より南口広場にて 

 

幕張新都心イルミネーション実行委員会は、2019 年度より幕張新都心の冬の賑わいづくりとして取り

組んでまいりました「幕張新都心イルミネーション」を、今冬においても開催する運びとなりました。新型コロ

ナウイルスの影響により、社会はまだ不透明な状況にありますが、感謝と希望を込めて、MAKUHARI の

まちをレインボーカラーで彩るイルミネーションを提供いたします。 

 

■開催概要 

催物名称:マクハリイルミ 2 1
にいいち

/
／

2 2
にいにい

 －虹色の光／希望あふれる未来へ向けて－ 

開催期間:2021 年 11 月 12 日(金)～2022 年 1 月 31 日(月) ［81 日間］ 

点灯時間:17:00～23:00 予定（11/12 を除く） 
     ※緊急事態宣言の発令やまん延防止法の発出の際は点灯中止や時間短縮を予定しています。 

会 場:JR 海浜幕張駅南口広場・北口広場 

点灯式:2021 年 11 月 12 日(金) 17:30～18:15（予定） 

 JR 海浜幕張駅南口広場 (雨天中止) 

主 催:幕張新都心イルミネーション実行委員会 

 構成団体:幕張メッセ関連企業懇談会／幕張新都心ホテル協議会／ 

(公財)ちば国際コンベンションビューロー／(公社)千葉市観光協会／ 

東日本旅客鉄道(株)海浜幕張駅／幕張新都心賑わいづくり研究会／ 

幕張ベイタウン自治会連合会／幕張新都心まちづくり協議会／千葉県／千葉市 

後 援:千葉商工会議所 

協 力:株式会社ベイエフエム／株式会社ビスメディア 

 

■コンセプト 

 新型コロナウイルス感染症に立ち向かい、新たな時代と希望へ歩み出す幕張新都心 

 幕張新都心の持続可能性と多様性をレインボーカラーで象徴するイルミネーション 

 

■テーマ 

 エッセンシャルワーカー（医療従事者、介護従事者、社会インフラを支える人々等）への感謝 

 輝かしい未来を目指す持続可能な都市、幕張新都心 

 人々の多様性を包摂する都市、幕張新都心 



 

公式サイト:  https://makuhari-illumi.com/  

Instagram: https://www.instagram.com/makuhari_illumination/ 

Twitter: ＠makuhari_illumi 
 

 
時間帯で色が変わるメインオブジェ「レインボードーム」 

高さ約 3ｍ×直径約６ｍ（南口広場） ※イメージ 

 

 
音と光で演出する 7 本の四角錐オブジェ「レインボーピラミッド」 

高さ 1.8m×幅 0.9ｍ:1 本、高さ 1.2ｍ×幅 0.6ｍ:6 本 

（北口広場）※イメージ 



■賑わいづくりイベント 

マクハリイルミ 21/22 の期間中、感染防止対策を実施しながら、来場者参加型の企画や滞留型イベン

トを随時開催いたします。 

●点灯式  

＜11 月 12 日(金) 17:30～18:15（予定） JR 海浜幕張駅 南口広場 (雨天中止)> 

登壇者:来賓/千葉市⾧ 神谷俊一様 

来賓/協賛社代表:(株)山形屋商事グループ会⾧ 佐藤フジエ様 

主催/実行委員⾧ 大木実（株式会社幕張メッセ 代表取締役専務） 

招待/フェアリーズ メンバー3 名 

進行スケジュール（予定）: 

17:30 点灯式開始・主催来賓挨拶 

17:40 マクハリイルミ 21/22 点灯 

17:55 千葉市⾧よりフェアリーズへ感謝状贈呈 

17:58 ジュニアコーラスグループ「フェアリーズ」によるコンサート 

   ①天使と羊飼い［25 名］ ②小さな世界［15 名］ ③にじいろ［27 名］ 
 

●フードトラック  

＜11 月 12（金）～14 日（日）、12 月 18 日（土）・19 日（日） 

1 月 14 日（金）～16 日（日）、1 月 29 日（土）・30 日（日）各日 15:00～20:00＞ 

千葉県産の肉、魚、野菜、フルーツなど、千葉の魅力をギュッと詰め込んだフードトラックが多数登場。 

幕張新都心の夜を鮮やかに彩るイルミネーションと共に、この冬だけの特別な時間をお過ごしください。 

 
 

 

 

 

 

 

●フォトコンテスト＜期間中＞ 

インスタグラムでハッシュタグ[♯マクハリイルミ 2122]がついた画像から選考します。駅前広場のみならず

幕張新都心一帯のイルミネーションが対象エリアです。入賞者にはホテル宿泊券などの賞品をプレゼント。

※インスタグラム公式アカウントのフォローが必要になります。 
周辺施設のイルミネーション（抜粋） 

 

 

 

 

 



 

 

●イルミネーションライブ 2021 ＜11 月 27 日(土)、28 日(日)＞ 

千葉県を拠点に活動中のアーティスト達による音楽ライブ 

11 月 27 日 北口広場 16:00～19:30 

Saori Project（サオリ・プロジェクト）／のりしん ／  

アルマディーロ ／Vaiwatt（バイワット） 

11 月 28 日 南口広場 15:50～19:30 

萬歌団 ／ 琉球シンカ ／ Jun ＆ Ai ／エアポケット  

 

●クリスマスライブ ＜12 月 25 日(土)、26 日(日)＞ 17:00～17:40／18:30～19:10 

サックスを中心にオリエンタルで「虹色の光」をイメージした癒しのインストロメンタルサウンドをお届けします。 

12 月 25 日 北口広場、 12 月 26 日 南口広場 

Tetsuya HEIKE Rainbow Project  

平家 徹也 Tetsuya HEIKE (Sax Mac) 

横山 レオン LEON Yokoyama (Bass) 

中しまりん Nakashima Rin (koto) ※25 日のみ 

池山 由香 Yuka Ikeyama (Arpa)※26 日のみ 
 

●周辺施設で使える特別サービス＜期間中＞ 

幕張新都心の周辺ホテルや商業施設のうち 10 施設で、来場者を対象に

特別サービスを実施します。対象店舗などの詳細は、マクハリイルミ 21/22

公式ガイドブック及び公式サイトにてご案内しております。 
 

 

●アンケートに答えて当たる豪華賞品＜期間中＞ 

マクハリイルミ 21/22 アンケートに答えた方の中から抽選で、幕張新都心のお食事券やお買物券などが

当たります。 

  
 

 

 
------プレスリリースに関するお問い合わせ ------ 

幕張新都心イルミネーション実行委員会事務局 

窓口代行受託:(株)ライフコミュニケーション 

TEL:043-213-6911(平日 10 時～17 時) E-mail: info@makuhari-illumi.com 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

点灯式プレス受付について 

受付場所:海浜幕張駅 南口広場 点灯式ステージ脇 

時間:11 月 12 日（金）17:10 より 

------点灯式に関するお問い合わせ------ 

(株)幕張メッセ 事業企画課 髙山 

TEL:043-296-0694 E-mail: h-tkym@m-messe.co.jp 


