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さいたまスーパーアリーナ
公式キャラクター

「たまーりん」

下記スケジュールの他に招待者・関係者の方のみを対象としたイベントを予定しております。コミュニティアリーナ▶9日火
開催日 イベント名 開演時間 会場モード／入場 お問合せ

2（火）
3（水）

NCTzen 127-JAPAN Meeting 2022
‘School 127’

❷19:00
❸17:30

メインアリーナ
有料

NCTzen 127-JAPAN 事務局
https://nctzen127-japan.smtown-fc.jp/qa

6（土）
7（日）

animelo mix presents
NANA MIZUKI LIVE HOME 2022
supported by JOYSOUND

❻18:00
❼17:00

メインアリーナ
有料

キョードー東京
☎ 0570-550-799

（平日 11:00-18:00、土日祝 10:00-18:00）

7（日） 令和 4 年　夏巡業
大相撲さいたまスーパーアリーナ場所 9:00 コミュニティアリーナ

有料
Zen-A
☎ 03-3538-2300

（平日 11:00-19:00）

11（木・祝）Ado 2nd ライブ「カムパネルラ」 17:00 メインアリーナ
有料

ディスクガレージ
☎ 050-5533-0888

（平日 12:00-15:00）

11（木・祝）〜
14（日） BRANDNEWoMAN　振袖大展示会 9:00 展示ホール

無料（要事前申込）
BRANDNEWoMAN 北浦和店
☎ 048-827-7557

furisode@alphaclub.co.jp

13（土）
14（日）

YUZU ARENA TOUR 2022 SEES
-ALWAYS with you- 16:00 メインアリーナ

有料
ディスクガレージ
☎ 050-5533-0888

（平日 12:00-15:00）

16（火）
17（水）

たまアリ△タウンの夏祭り 2022
SUPER KIDS FESTA 〜学びと遊びの体験型キッズフェス〜 10：30 コミュニティアリーナ

無料
さいたまスーパーアリーナ
☎ 048-601-1122

16（火）〜
18（木） 夏のさつまいも博 10：00 展示ホール

有料
さつまいも博実行委員会広報事務局
☎ 03-6555-3480

info@imohaku.com

19（金）〜
21（日） 家具メッセバザール in さいたまスーパーアリーナ 10:00 コミュニティアリーナ

無料（要事前申込）
家具メッセバザール
in さいたまスーパーアリーナ事務局

event_messe@roomdeco.co.jp

20（土）
21（日） おかあさんといっしょスペシャルステージ 2022

①10:40
②14:10
③17:20

メインアリーナ
有料

さいたま公演事務局
☎ 0570-017-999（11:00-16:00）
※2022年8月22日（月）まで

26（金）〜
28（日） Animelo Summer Live 2022 -Sparkle- 16:00 スタジアム

有料
チケットポート
☎ 03-6327-3710

（平日 10:00-18:00）

開催日 イベント名 開演時間 入場 お問合せ
7/29（金）〜
8/1（月） 振袖サマーフェス 10:00 無料

（要事前申込）
オンディーヌ大宮店
☎ 0120-63-6050

（10:00-19:00　水曜定休）

20（土）
21（日） 夢きらら　新作振袖展 10:00 無料 夢きらら・川越店

☎ 0120-315-420

開催日 イベント名 開演時間 入場 お問合せ

7（日） けやきの下のマルシェ 10：00 無料 タイムマシーンカンパニー けやきの下のマルシェ事務局
☎ 050-3450-5555

11（木・祝）
22（月）
30（火）

フリーマーケット in さいたま新都心けやきひろば 10：00 無料 リサイクル運動市民の会
info@recycler.org

21（日） LOVE JAZZ TIME 2022 12：00 無料 埼玉県ビッグバンド連盟　成田
☎ 090-8343-7632

30（火） 第１２音楽隊・火曜コンサート 12：10 無料 陸上自衛隊　東部方面総監部広報室
☎ 048-460-1711

たまアリ△タウンは、さいたまスーパーアリーナ・TOIRO・けやきひろばの 3 つの施設で構成される、
さいたま新都心の中心に位置するエリアの名称です。

2022年 8月1日発行

受　付  さいたまスーパーアリーナ1F Ｓ１ゲート インフォメーション
受付時間  平日 10：00〜18：00　土日祝 9：00〜18：00
参加料金  コース1:なぞとき調査編 ¥800（税込） コース2:真相解明編 ¥700（税込）

 開催中〜

  8月28日（日）

まで

イベント
詳細▶︎


