
＜平成２９年度パープル・ライトアップ実施予定施設＞    　　　　　　　　　　　

施設名称 所在県 １１月点灯日時（予定）

さっぽろテレビ塔 １１月１２日（日）　１７：００～２１：００

札幌市資料館 １１月１２日（日）　１７：００～２１：００

五稜郭タワー １１月１２日（日）～１１月２５日（土）　日没～２２：００

苫小牧信用金庫本店 １１月１２日（日）～１１月２５日（土）　日没後～２２：００

ふれんど高齢者複合施設Ⅲ １１月１２日（日）～１１月２５日（土）　１８：００～２１：００

青森県観光物産館
「アスパム」

青森 １１月１２日（日）～１１月２５日（土）　１７：００～２１：００

いわて県民情報交流センター
（アイーナ）

１１月１０日（金）～１１月２７日（月）

東北電力㈱岩手支店 鉄塔 １１月１０日（金）～１１月２５日（土）　日没後～２２：００

上山城（かみのやまじょう） １１月１３日（月）　１８：００～２１：００

旧米沢高等工業学校本館 １１月１９日（日）～１１月３０日（木）　日没～２２：００

鶴ヶ城 １１月１２日（日）～１１月２５日（土）　１７：３０～２１：００

竹田綜合病院 １１月１２日（日）～１１月２５日（土）　１７：３０～２１：００

茨城県女性プラザ
（館内エントランス特設ツリー）

１１月１２日（日）～１１月３０日（木）　１７：００～２１：００

茨城県三の丸庁舎
１１月１３日（月）～１１月１７日（金）、
１１月２３日（木）～１１月２５日（土）

高萩市役所庁舎 １１月２２日（水）　１８：００～２１：００

水戸市水道低区配水塔 １１月２３日（木）～１１月２６日（日）　日没～２２：００

水戸芸術館塔 １１月２３日（木）～１１月２６日（日）　日没～２２：００

栃木県庁昭和館 １１月１８日（土）～１１月２５日（土）　１７：００～２１：００

あしかがフラワーパーク

１０月２１日（土）～２０１８年２月４日（日）
１６：３０～２１：００（平日）
１６：３０～２１：３０（土日祝）
※１２月３１日は休園日

宇都宮タワー １１月１５日（水）～１１月３０日（木）

伊勢崎駅前南口駅前広場
「まちなかイルミネーション」

群馬 １１月２８日（火）～１月１１日（木）　１６：３０～２１：００

北海道

岩手

山形

栃木

福島

茨城

平成29年11月7日現在 44都道府県114か所で実施予定

■は今年度からパープルライトアップに取り組む施設
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平成29年11月7日現在 44都道府県114か所で実施予定

忍城（おしじょう）（行田市） １１月１２日（日）～１１月２５日（土）　１７：００～２２：００予定

大宮ソニックシティビル １１月１２日(日) 　 １９：００～２２：００

埼玉県立小児医療センター
（カリヨンの鐘）

１１月１２日（日）　日没～２１：００

埼玉県男女共同参画推進センター １１月１７日（金）～１１月２５日（土）　１７：３０～２１：００

埼玉会館 １１月１２日（日）～１１月２５日（土）　１７：３０～２１：００

狭山市市民交流センター前
エスカレーター屋根

１１月１日（水）～１１月３０日（木）　１７：００～２４：００

アパホテル＆リゾート
東京ベイ幕張

１１月１９日（日）    １８：００～２０：００

木更津かんらんしゃパーク
 キサラピア観覧車

１１月１２日（日）、１１月２５日（土）    １７：００～２１：００

東京スカイツリー １１月１２日（日）　１６：３０～２４：００

東京タワー １１月１２日（日）　日没後～２２：００

フジテレビ本社屋 １１月１２日（日）　１８：００～２１：３０予定

自由の女神像 １１月１２日（日）　日没から～翌朝６：３０

東京ビッグサイト １１月１２日（日）

東京ゲートブリッジ １１月１２日（日）　日没～２４：００

乃村工藝社本社ビル　 １１月１２日（日）

タワーホール船堀
（複合施設）

１１月１６日（木）～１１月２５日（土）　１７：００～２２：００

六本木ヒルズ森タワー
「ティアラライト」

１１月１２日（日）　日没後～２４：００

虎ノ門ヒルズ １１月１２日（日）　日没～２５：００

ＮＴＴドコモ代々木ビル １１月１２日（日）～１１月１８日（土）　１６：４５～０：００

ふれあい橋(江東区) １１月１３日（月）～１１月２６日（日）　日没～２３：００

横浜市開港記念会館 １１月１日（水）～１１月３０日（木）　日没後～２２：００

象の鼻パーク（公園）
スクリーンパネル

１１月１３日（月）日入時刻～１月１４日（火）日の出時刻

アートフォーラムあざみ野 １１月１２日（日）～１１月２５日（土）

 よこはまコスモワールド
大観覧車コスモクロック２１

１１月１２日（日）、11月２５日（土）　１６：００～２４：００

大船観音（観音像） １１月２３日（木）～１１月２５日（土）　１７：３０～２０：００

千葉

東京

埼玉

神奈川

■は今年度からパープルライトアップに取り組む施設
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新潟市江南区文化会館 １１月１２日（日）～１１月１６日（木）　日没後～２２：００

新潟市男女共同参画推進センター
「アルザにいがた」

１１月１１日（土）～１１月２４日（金）　平日　８：３０～１７：３０

NEXT21　１階アトリウム １１月１１日（土）～１１月２４日（金）　６：００～２３：００

はたや記念館ゆめおーれ勝山 福井 １１月１３日（月）～１１月２４日（金）

ココリ
（商業施設）

１１月１２日（日）、１１月２５日（土）　日没～２０：３０

山梨県庁（別館） １１月１３日（月）～１１月２０日（月）　日没～

ミレニアムパーク
（SAKU BLOOM）

長野 １０月２８日（土）～２０１８年１月１２日（金）１７：００～２３：００

タワー１１１（トリプルワン） 富山 １１月２０日（月）～１１月２５日（土）　日没後～２２：００

駿府城公園坤櫓（すんぷじょうひ
つじさるやぐら）

１１月１０日（金）～１１月２６日（日）　日没～２２：００

ふれあい大橋 未定

富士川サービスエリア大観覧車
フジスカイビュー（富士市）

１１月１２日（日）～１１月２５日（土）　１７：００～２１：００

名古屋テレビ塔 １１月１２日（日）

東山スカイタワー １１月１２日（日）

ツインアーチ１３８ １１月１２日（日）

布袋の大仏 １１月１２日（日）～１１月２５日（土）　１９：００～２０：００

すいとぴあ江南 １１月１２日（日）～１１月２５日（土）　１８：００～２２：００

殿橋・明代橋（岡崎市） １１月２０日（月）～１１月２４日（金）　日没～２２：００

三重県総合文化センター祝祭広場 三重 １１月１１日（土）～１１月２５日（土）　１７：００～２１：００

多治見市役所駅北庁舎 岐阜 １１月２０日（月）～１１月２５日（土）　１７：００～２２：００

石川四高記念文化交流館 １１月１日（水）～１１月５日（日）　日没後～２２：００

小松駅西口側
市民公園・勧進帳銅像前

１１月１日（水）～１１月７日（火）

彦根城 滋賀 １１月１３日（月）　日没後～２１：００

京都タワー 京都 １１月１３日（月）　１７：3０～２４：００

愛知

新潟

山梨

静岡

石川

■は今年度からパープルライトアップに取り組む施設
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通天閣 １１月１２日（日）　日没後～２２：００頃　※変更の場合あり

大阪府立男女共同参画・青少年
センター（ドーンセンター）

１１月１２日（日）～１１月２５日（土）　日没後～２１：３０

天保山大観覧車 １１月１２日（日）　日没後～２２：００

和泉シティプラザ １１月１０日（金）～１１月２５日（土）１７：００～２２：００

神戸ポートタワー １１月１１日（土）　日没～２２：００

BE KOBEモニュメント １１月１２日（日）　日没～２２：００

MOSAIC観覧車 １１月１１日（土）　日没後～２２：００

明石海峡大橋 １１月１２日（日）　日没～２２：００

フランドルの鐘（カリヨン） １１月１２日(日)～１１月２５日（土）　日没後～午前１：００

宍粟防災センター １１月１３日（月）～１１月２５日（土）　１７：３０～閉館まで

奈良県女性センター １１月１１日（土）～１１月２５日（土）

天理市男女共同参画プラザ
１１月７日（火）～１１月３０日（木）　１７：００～２１：００
※但し、期間中の日月祝日及び貸館業務のない
日はライトアップなし

和歌山ビッグホエール 和歌山 １１月１１日（土）～１１月２５日（土）　日没～２１：００

ＴＳＫ山陰中央テレビ鉄塔 島根 １１月１２日（日）、１１月２５日（土）　日没～２２：００

ＯＨＫ岡山放送電波塔
１１月１２日（日）～１８日（土）、２０日（月）～２５日（土）
１７：００～２３：００

旧遷喬尋常小学校校舎
１１月９日（木）～１１月２５日（土）　１８：００～２２：００
（１３～１５日を除く）

津山城（鶴山公園）
１１月１２日（日）～１１月２５日（土）　日没後～２１：００
（１１月１４日を除く)

本町3丁目商店街 １１月１２日（日）～１１月２５日（土）

エールエールＡ館
（商業施設）

１１月１８日（土）、１１月１９日（日）　日没後～２２：００

広島本通商店街アーケード １１月２４日（金）、１１月２５日（土）　日没後～２２：００

海峡ゆめタワー １１月１２日（日）　１７：３０～２１：４５

はい！からっと横丁「大観覧車」 １１月１２日（日）、１１月２５日（土）１７：００～２２：００

下関市消防局 １１月１２日（日）　１７：００～２２：００

宇部市ときわ公園内「石炭記念館」 １１月１日（水）～１１月２６日（日） １７：３０～２１：００

バードハット 鳥取 １１月１０日（金）　１８：３０～２１：００

大阪

山口

広島

岡山

奈良

兵庫

■は今年度からパープルライトアップに取り組む施設
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ときわプラザ
（男女共同参画交流センター）

徳島 １１月１１日（土）　日没後～２１：００

四国学院大学礼拝堂 １１月１３日（月）～１１月２５日（土）　１７：００～２２：００

旧善通寺偕行社 １１月１３日（月）～１１月２５日（土）　１７：００～２３：００

松山城 愛媛 １１月１２日（日）　日没（１７：００頃）～２３：００

高知城 高知 １１月１５日（水）～１１月１６日（木）　１７：３０～２２：００

福岡県総合福祉センター
（クローバープラザ）

１１月１２日（日）～１１月２６日（日）　１７：００～２１：００

久留米シティプラザ １１月１２日（日）　日没～２２：３０

北九州市大手町ビル
（北九州市立男女共同参画センター）

１１月１２日（日）～１１月２５日（土）　１７：３０～２１：３０

佐賀県庁旧館 １１月１２日（日）～１１月２５日（土）　日没～２２：１０

アバンセ北側出入り口
（県立男女共同参画センター・

県立生涯学習センター）
１１月１２日（日）～１１月２５日（土）　日没～２２：００

ハウステンボス「ドムトールン」 １１月１２日（日）　２１：００～２２：３０

稲佐山山頂電波塔 １１月１３日（月）　日没～２２：００

オランダ商館 １１月１３日（月）～１１月２５日（土）　１７：３０～２２：００

宮崎県庁本館 宮崎 １１月２０日（月）～１１月２６日（日）　日没後～２２：００

くまもと森都心
（複合施設）

熊本 １１月１２日（日）～１１月２５日（土）

JRおおいたシティ（最上階） １１月１０日（金）～１１月２５日（土）

セントポルタ中央町
（大分駅側入口・ドーム）

１１月１０日（金）～１１月２５日（土）

アミュラン(アミュプラザ屋上観覧車) １１月１２日（日）、１１月２５日（土）

甲突川橋梁（高見橋，西田橋） １１月１２日（日）～１１月２５日（土）　日没後～２２：００

いおワールドかごしま水族館 １１月１２日（日）～１１月２５日（土）

大分

鹿児島

長崎

香川

福岡

佐賀

■は今年度からパープルライトアップに取り組む施設


