
 

 

 

2021年9月28日  

10月16日（土）OPEN！ 

東京メガイルミで“光と馬を楽しもう” 

 

▶動 画 はこ ち らか ら （https://youtu.be/Jdvren_GI2c） 

大井競馬場の冬季限定イルミネーション『東京メガイルミ』が今季も開催！ 

噴水ショーのグレードアップや新演出の導入に加え 

クリエイティブカンパニー『NAKED, INC.』とコラボした新スポットも登場！ 
 

東京都競馬株式会社（本社：東京都大田区大森北一丁目6番8号 代表取締役社長：中西 充）と、

特別区競馬組合（大井競馬場において競馬を主催する23特別区で組織される一部事務組合）は、

2021年10月16日（土）に『東京メガイルミ2021-2022』をオープンします。 

『東京メガイルミ』はウォーカープラス「全国の行ってみたいイルミネーションランキング

2020-2021」で1位を獲得するなど、大人も子どもも楽しめる冬季限定のイルミネーションイベン

トとしてご愛顧いただいてまいりました。 

4年目を迎える今季は、噴水とレーザーが織りなす圧倒的なスケールの『メガイルミショー ～噴

水とオーロラのきらめき～』やクリエイティブカンパニーNAKED, INC.（ネイキッド）とコラボし

た新スポット、日本の情緒あふれる新演出も登場するなど見どころ満載です！ 

東京メガイルミ（大井競馬場）ならではのイベントとして大人気の“お馬さんイベント”は今季も

毎日楽しめます。新設の放牧場では、ミニチュアホースやポニーの様々な様子が見られるかも！？ 

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。  
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 “「東京メガイルミ2021-2022」の見どころ” 

 

①メガイルミショー ～噴水とオーロラのきらめき～  

「虹色に輝く光の大噴水」×「オーロラの森」×「光と遊ぶ大樹」

のショータイム！ 

今季の噴水はレーザー演出とのコラボレーションにより、躍動感溢

れる演出にグレードアップ！  

夜空にきらめくオーロラと、光と遊ぶ大樹の演出も含めた15分間の

ショーがお楽しみいただけます。  

 

②NAKED BIG BOOK  （新登場） 

2018年10月に誕生以来、多くの人に親しまれてきたTWINくるくる

ファンタジーは新たなウェルカムエリアとして大幅リニューアル！ 

クリエイティブカンパニーNAKED, INC.（ネイキッド）とコラボレ

ーションした演出により、これからも多くの方の思い出に残る場所

として皆様をお迎えいたします。  

 

③光彩の大滝が新登場！  

光の竹林をぬけるとそこは色彩豊かに輝く光の大滝。 

水が生まれる源流の姿と大自然の物語をファンタスティックに演出

します。 

 

 

 

④今年も【馬×イルミ】！大人気のお馬さんイベント！ 

たてがみや尻尾をかわいく結んで、リボンや帽子でおめかしした小

さくてかわいいミニチュアホースやポニーが毎日、さらにレース時

に競走馬を先導する誘導馬が土日祝日限定で登場予定。 

また、今季はなんと場内に放牧場を新設！ミニチュアホースやポニ

ーが走ったり寝転んだりする普段の姿が見れるかも！？  

※放牧は土日祝日や特定日限定で実施予定です。  

※荒天（台風等）時やお馬さんの体調等により中止となる場合がご

ざいます。 



“メガイルミオリジナルのお馬さんグッズが新登場！”  

 

 東京メガイルミ（大井競馬場）ならではのお馬さんをモチーフにした新グッズが続々と登場予定

です。  

①ミニチュアホースぬいぐるみ  ②光るキャンディ ➂光るキーホルダー（7色版）  

※販売価格は未定 

 

“イルミネーションを眺めながら手軽に楽しめる飲食” 

 

東京メガイルミでは競馬場ならではのメニュー、映えるスイーツなどがお楽しみいただけます。  

ス
タ
ー
ラ
イ
ト 

①もつ煮込み 

■販売価格：￥500 (税込)  

②蹄鉄チュロス 

■販売価格：¥600 (税込)  

➂カットリブステーキ200g  

スパイシーガーリックソース  

■販売価格：¥1,800 (税込)  

和 

～ 
 

 
 

 
 

～ 

①抹茶ティラミス 

（緑茶セット） 

■販売価格：¥800 (税込)  

②特選和抹茶パフェ 

■販売価格：¥1,100 (税込)  

➂おしるこ 

■販売価格：¥500 (税込)  

G  

 

F  

R  

O  

N  

T  

①印度のルー 

ロースとんかつカレー 

■販売価格：¥850 (税込)  

②つるまる饂飩 

きつねうどん 

■販売価格：¥400 (税込)  

➂DON94  

ヤミツキスタミナ丼 

■販売価格：¥600 (税込)  

※内容は予告なく変更となる場合がございます。  
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“企業コラボレーションによるお得なチケットを限定販売！” 

 

今季は下記企業や施設、サービスと連携したお得なセット券を販売いたします。 

①「東京タワー」×「東京メガイルミ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東京タワーメインデッキ（高さ150ｍ）と東京メガイルミの両施設に、各1回ずつ入場可能な共通

チケットを【100枚限定】で販売いたします。  

 特別価格でお得に楽しむことができるのはもちろん、通常前売券（東京メガイルミ）は日付指定

のところ、本チケットは以下の利用期間内の営業日であればいつでも利用可能な点も嬉しいチケッ

トです。 

 

■販 売 期 間 2021年10月9日（土）から2021年12月31日（金）まで 

■利 用 期 間 2021年10月16日（土）から2022年1月10日（月・祝）まで 

■販売サイト「アソビュー！」https://www.asoview.com/channel/ticket/gCscCKZ8EA/ticket0000010059/?isPreview=1 

■販 売 枚 数 限定100枚 

■販 売 価 格 下表参照 

■利 用 内 容 利用期間内に東京タワー、東京メガイルミを各1回ずつ利用可能 

 

 通常価格 特別価格  

大人（18歳以上） 2,200円  1,700円  

高校生  1,500円  1,200円  

小中学生 1,200円  900円  

  ※通常価格は東京タワーメインデッキと東京メガイルミの入場料合計  

 

 

  

https://www.asoview.com/channel/ticket/gCscCKZ8EA/ticket0000010059/?isPreview=1


②「株式会社ノハナ」×「東京メガイルミ」 

 

家族向けフォトブック作成アプリ「ノハナ」とコラボレーションし、東京メガイルミオリジナル

デザインのフォトアルバムを無料で作ることができるクーポン付きチケットを【500枚限定】で販

売いたします。輝くイルミネーションやお馬さん（ミニチュアホースやポニー等）との大切な思い

出を、オリジナル表紙の特別なアルバムに収めることができます。通常前売券は日付指定となりま

すが、本チケットは利用期間内の営業日であればいつでも利用可能な上、場内店舗で使える400円

分クーポンもついてくるお得なチケット。小さなお子様連れのお客様に特におすすめです。  

 

  ■販 売 期 間 2021年10月9日（土）から販売枚数終了まで 

  ■利 用 期 間 2021年10月16日（土）から2022年4月10日（日）まで 

■販売サイト「アソビュー！」https://www.asoview.com/channel/ticket/gCscCKZ8EA/ticket0000009891/?isPreview=1 

  ■販 売 枚 数 限定500枚 

  ■販 売 価 格 2,000円（大人2名分）※場内で利用可能な400円分のクーポン付 

   ■そ の 他 本コラボを記念して、ノハナアプリ会員向けにメガイルミ招待券（フォトブック無料券 

付）を合計50組様にプレゼントするキャンペーンを実施予定 

  

https://www.asoview.com/channel/ticket/gCscCKZ8EA/ticket0000009891/?isPreview=1


＜お客様に安心してお楽しみいただくために＞ 

 

新型コロナウイルスによって日常生活が大きく変化し、不安を抱える全ての人の心に光を灯し、

安心して笑顔になれる場や癒しの場を提供したい。その思いを胸に『東京メガイルミ』は4年目を

迎える今季も営業いたします。  

 東京メガイルミでは昨季に引き続き、お客様ならびに従業員の健康と安全を最優先に、国や都の

指針等を踏まえ、感染症対策の徹底に努めてまいります。入場者数の制限やスタッフによる各種感

染拡大防止対策等、安心して快適に楽しんでいただける環境づくりに取り組んでまいりますので、

ご来場されるお客様のご理解とご協力をお願いいたします。 
 

感染拡大防止と東京メガイルミの特徴 

●広大な敷地の中で行われる開放的な屋外イベントであること 

●回遊が前提のため、人の滞留が起こりにくい  

●大声での歌声や声援等が想定されていないこと  

 
＜東京メガイルミ基本情報＞  

開催概要 

点灯式  
2021年10月15日（金）に実施予定 

※ご案内はメディア関係者のみの予定です。詳細は決定次第ご案内いたします。  

営業日  

（予定） 

2021年10月16日（土）～2022年4月10日（日）  

10月中は土日での営業（10月31日除く）  

11月1日（月）～1月10日（月・祝）  大井競馬開催日および1月1日を除く全日 

1月11日（火）～4月10日（日）    金土日祝での営業（4月1日除く）  

※新型コロナウイルス感染症の状況や、天候等により休業となる場合があるため、最新の情報は

公式サイト（https://www.tokyomegai l lumi . jp ）をご確認ください。  

営業時間 

（予定） 

10月・2月・3月・4月  17：30～21：00（最終入場20：00）  

11月・12月・1月        16：30～21：00（最終入場20：00）  

※混雑状況や日没時間等により変更する場合があるため、最新の情報は公式サイトをご確認くだ

さい。  

料金  

前売券（日付指定券）…大人（18歳以上）￥800 / 小人（小・中・高校生）￥400  

当日券…大人（18歳以上）￥1,000/小人（小・中・高校生）￥500  

※前売券は、アソビュー！、またはコンビニエンスストア（セブンイレブン、ローソン、 ファミ

リーマート、ミニストップ）にて購入可能。  

※前売券販売方法等の情報は公式サイトをご確認ください。  

※チケットは1週間先まで販売。毎日0：00に新たに1日先の分を販売。  

※サイトURLはこちらhttps://www.asoview.com/channel/tickets/gCscCKZ8EA/ 

https://www.tokyomegaillumi.jp/
https://www.asoview.com/channel/tickets/gCscCKZ8EA/


＜アクセス＞  

 

｢浜松町｣駅から わ ず か
モノレールで8分の｢大井競馬場前｣駅から徒歩2分  

お車でお越しの方 ･･････････････････････････････  

●【新宿方面から】  

 首都高速中央環状線～大井JCT  

 ～中環大井南出口より5分  

 

●【千葉方面から】  

 首都高速湾岸線～大井南出口より5分  

 

●【横浜方面から】  

 首都高速1号羽田線～昭和島JCT～大井南出口より5分 

 

●【木更津方面から】  

 東京湾アクアライン～浮島JCT～首都高速湾岸線  

 ～大井南出口より5分  

 

電車でお越しの方･････････････････････････････  

●東京モノレール  

 ｢大井競馬場前｣駅下車､徒歩2分  

 

●京浜急行本線  

 ｢立会川｣駅（急行停車）下車､徒歩12分  

 

 

【プレス関係者様お問い合わせ先】 

東京都競馬株式会社 イルミネーション事業推進室  

ＴＥＬ 03－3763－8702／ＦＡＸ 03－3761－2981 

担当：中村 （mail: s-nakamura@tokyotokeiba.co.jp）・須藤（mail: ｍ-sudou@tokyotokeiba.co.jp） 

 

【お客様からのお問い合わせ先】 

東京メガイルミネーション運営事務局   

ＴＥＬ 03－3763－5230 

 Mail  contact@tokyomegaillumi.jp 

ＵＲＬ https://www.tokyomegaillumi.jp/ 

受付時間 メガイルミ開催日 10：00～21：00/非開催日 10：00～17：00  

※年末年始は除く 

営業日・営業時間は予告なく変更する場合がございますので 

最新情報を東京メガイルミ WEB サイト・お電話にてご確認ください。 

 

mailto:s-nakamura@tokyotokeiba.co.jp
mailto:ｍ-sudou@tokyotokeiba.co.jp
https://www.tokyomegaillumi.jp/

