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大阪・光の饗宴実行委員会

大阪発・光が文化になる季節

「大阪・光の饗宴2019」
11月４日からスタートします！
～ 全てのプログラムが決定しました！ ～

大阪・光の饗宴実行委員会は、11月4日（月曜日・振替休日）よりスタートする『大阪・光の饗宴

2019』（※1）の全てのプログラムを決定しましたのでお知らせします。

『大阪・光の饗宴2019』では、「御堂筋イルミネーション2019」と「OSAKA光のルネサンス2019」

のコアプログラム及び大阪府域で地域活性化に取り組む団体等が実施するエリアプログラム（※2）で

構成し、今年も一体となって冬の大阪を盛り上げます。詳細は、公式ホームページ「大阪・光の饗宴

2019」をご覧ください。

※1「大阪・光の饗宴2019」の開催概要については、2019年7月9日報道発表済みです。

※2「エリアプログラム」参加団体については、2019年9月13日報道発表済みです。

〇 大阪・光の饗宴2019開宴式、御堂筋イルミネーション2019、OSAKA光のルネサンス2019に関すること
大阪・光の饗宴実行委員会事務局 （電話）06-6441-0071

〇 光の水都ルネサンスボート2019に関すること
大阪シティクルーズ推進協議会 （電話）06-6942-0555

〇 OSAKA SKY VISTA特別運行便に関すること
西日本JRバス予約センター （電話）0570-00-2424

〇 J:COM Presents 大阪・光の饗宴フォトコンテストに関すること
大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 魅力づくり推進課 魅力推進・ミュージアムグループ
（電話）06-6210-9304

【本件に関するお問い合わせ先】
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２. 御堂筋イルミネーション2019
３. OSAKA光のルネサンス2019

連携事業
４. 光の水都ルネサンスボート2019
５. OSAKA SKY VISTA特別運行便
６. J:COM Presents 大阪・光の饗宴フォトコンテスト

１. 大阪・光の饗宴2019開宴式開宴式
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大阪経済記者クラブ



今年も大阪・光の饗宴2019の開催初日に「大阪・光の饗宴2019開宴式」を開催！

開宴式では、御堂筋イルミネーション2019の点灯を行い、御堂筋の一部区間（久太郎町3交差点

～新橋交差点）を歩行者に一夜限りで開放します。普段は歩くことのできない御堂筋を歩いたり、

写真撮影したりして非日常感あふれる特別な景色を心行くまでご堪能ください。

△ 昨年開催風景

１. 大阪・光の饗宴2019開宴式

大阪・光の饗宴2019開宴式

開催日程：2019年11月4日（月曜日・振替休日）

開催時間：17:00～19:00

開催場所：久太郎町3交差点～新橋交差点

一夜限りで御堂筋を歩行者に開放！イルミネーションを車道からご覧いただけます！

大阪・光の饗宴2019開宴式

1Day！

一夜限りの
特別な夜



開催概要

２. コアプログラム：御堂筋イルミネーション2019 情報
公開済

大阪を訪れる人々を優しく包み込む光のシンボルストリート

御堂筋イルミネーション2019

大阪のシンボルストリート御堂筋。梅田から難波までの区間がイルミネーションでき
らめきます。
世界的スケールの光の道は2015年1月に世界記録として認定されました。

2014年度

世界記録
認定

開催日程：2019年11月4日（月曜日・振替休日）～ 12月31日（火曜日） 58日間

点灯時間：17:00頃～23:00

開催場所：御堂筋（阪神前交差点～難波西口交差点）

★御堂筋イルミネーション2019イメージパース



プログラム紹介：色彩の変化が楽しめる樹木イルミネーション

２. コアプログラム：御堂筋イルミネーション2019

シンフォニーゾーン（久太郎町３から新橋）では、イルミネーションの明るさを変化させ色彩豊かな演出を行い

ます。優雅な光のシンフォニーをお楽しみください。

さらに、様々な色合いを楽しんでいただけるよう、5種類のカラーで各エリアを染め上げます。

動画や写真を撮りながら、様々な表情を見せる御堂筋をぜひ歩いてみてください。

シンフォニーゾーン [久太郎町３～新橋]

水都ブルー [阪神前～梅田新道]、 [淀屋橋～瓦町３]、 [難波～難波西口]

シャンパンゴールド
[梅田新道～大江橋北詰] [本町３～船場中央３]

さくら色
[新橋～御堂筋三津寺]

パープル [瓦町３～本町３]

五色ミックス
[御堂筋三津寺～難波]

OSAKA
光のルネサンス
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プログラム紹介：フォトモニュメント

2. コアプログラム：御堂筋イルミネーション2019

真宗大谷派難波別院(南御堂)大阪市役所正面玄関前広場

本町南ガーデンシティ

本町ガーデンシティ 難波駅前広場

本願寺津村別院(北御堂)

巡るだけでも楽しいフォトモニュメントが登場。

樹木イルミネーションとともにSNS映えする写真を撮り、思い出を世界に届けてみてください。



開催概要

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2019

17年目を迎えるOSAKA光のルネサンスは、大阪の歴史ある建築物「大阪市中央公会堂」の壁面を
使った光のアート作品を中心に、水都大阪のシンボル中之島に広がる水辺の風景を活かした光のプ
ログラムを実施。より多くの国内外からの観光誘客とともに、おもてなしあふれる開催をめざしま
す。

開催日程：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日） ※12日間
開催時間：17:00～22:00（一部プログラムは16:00～23:00）
一部点灯期間：11月4日（月曜日・振替休日）～12月13日（金曜日）、

12月26日（木曜日）～12月31日（火曜日）
一部点灯時間：17:00～23:00
（一部点灯コンテンツは、大阪市庁舎正面イルミネーションファサードと中之島イルミネーションストリート）

開催場所：大阪市役所周辺～中之島公園
最寄駅 ：Osaka Metro・京阪「淀屋橋駅」「北浜駅」「天満橋駅」、京阪「なにわ橋駅」

＜会場MAP＞

中之島の水辺に広がる「光のアートフェスティバル」

OSAKA光のルネサンス2019

①大阪市庁舎イルミネーションファサード
②中之島イルミネーションストリート
③光の交流プログラム
＝台南・光の廟埕（ビョウテイ）＝

④Art of Light ～Projection Mapping～
⑤OSAKA光のマルシェ
⑥フランスアベニュー
⑦中之島スマイルアートプロジェクト ひかりの実
⑧梅田スノーマンフェスティバル2019連携

BIGスノーマン in 中之島
⑨光のシンフォニー～煌めきの回想～

⑩日本盛
⑪大阪・光の饗宴2019PRコーナー
⑫市役所コンサート
⑬カフェ英國屋
⑭大阪クラシック presents ミニクラシック演奏会
⑮大道芸
⑯イルミネーションベンチ
⑰OSAKA光のルネサンス パノラマビュー(特別開放)
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プログラム紹介：中央会場

△昨年度の様子

コンセプトは”ひろがる絆”。光の線が表すのは“人と人とのつながり”であり、八角形の明かりの中心には「大阪・光
の饗宴」のロゴが浮かび上がります。水都大阪の水と人の温かさ、そして未来を感じてください。

点灯日程：2019年11月4日（月曜日・振替休日） ～ 12月31日

（火曜日）

点灯時間：17:00～23:00

開催場所：大阪市役所正面

①大阪市庁舎イルミネーションファサード

2003年の初開催以来、多くの方をお迎えしてきた中之島イルミネーションストリート。全長約150ｍのケヤキ並木
が色とりどりに輝く様子は、誰もが心を奪われること間違いありません。

点灯日程：2019年11月4日（月曜日・振替休日） ～12月31日

（火曜日）

点灯時間：17:00～23:00

開催場所：みおつくしプロムナード

※12月1日（日曜日）～12月13日（金曜日）、12月26日（木曜日）

～12月31日（火曜日）は、15分に1回約7分間の演出を実施。

21:00スタートが最終。

※12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）は、15分に1回約10

分間の演出を実施。

21:15スタートが最終。

②中之島イルミネーションストリート

△昨年度の様子

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2019

3年連続で開催する台湾・台南との文化交流プログラム。今年は、廟（道教の寺院）と廟埕（寺院の門前広場）の小
吃（シャウチー／地元の庶民料理）をテーマに、数百のランタンを飾り付けて、リアルな台南の生活を演出します。
コーナー内に台南観光案内所も設置。最新の台南旅行情報を提供します。

開催日程：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：リバーサイドパーク

③光の交流プログラム ＝台南・光の廟埕（ビョウテイ）＝

※写真はイメージ ※写真はイメージ



プログラム紹介：中央会場 メインプログラム

④Art of Light ～Projection Mapping～

大阪の芸術の未来を担う学生と、芸術のプロが協働する光のアートプロジェクトを立ち上げ、企画、構成から制作ま
でを共に行い、アート作品を創造し、文化芸術のシンボルである大阪市中央公会堂を舞台に繰り広げる光のエンター
テイメントを展開。

第１部：Art of Light
開催日程：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）

※観覧無料・雨天決行

開催時間：・第1部：17:00～21:00

Art of Light（演出：15分に1回約7分間）

大阪の芸術の未来を担う学生とプロがセッションす

る光のアートプロジェクト。様々な魅力が交差し交

流することを光で表現し、次の世代へ届けるため

テーマを『つぐ』としたプロジェクションマッピン

グ。

・第2部：21:00～21:30

光絵画“夢咲く時の扉”

（演出：約1分間ごとに光絵画を照射）

ウォールタペストリー作家による大阪市中央公会堂

の壁面をキャンバスにした光のアート作品をお届け。

5枚の光の絵画を音楽と共にお楽しみ頂けます。

開催場所：大阪市中央公会堂東側正面

△作品のイメージ

情報公開
10/24以降

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2019

△作品のイメージ

第２部：光絵画“夢咲く時の扉”

開催日程：2019年12月14日（土曜日）

開催時間：17:00～18:00頃

内 容：17:00～ オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ

※雨天決行、荒天時は中止

17:30～ 点灯式

開催場所：大阪市中央公会堂東側玄関前

OSAKA光のルネサンス2019 Art of Light 点灯式

△昨年度の様子

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ in 光のシンフォニー
長い歴史と伝統を誇る「オオサカ・シオン・ウインド・オーケスト
ラ」から、金管と打楽器のセクションで構成した大編成アンサンブル
が登場。クリスマスを華やかな音色で彩ります。

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ



プログラム紹介：中央会場 メインプログラム

光のプログラムを間近で見ながら、B級グルメや西欧料理が楽しめるお店、こだわりグルメが味わえるキッチンカー
で、本格フード＆ドリンクを満喫。今年は和歌山の黒潮市場が初出店し、マグロメニューを提供します。

⑤OSAKA光のマルシェ

開催日程：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）

開催時間：16:00～22:00

開催場所：中央会場：リバーサイドパーク、水上劇場

東会場：阪神高速高架下

メニュー 一部紹介

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2019

イベリコ黒豚丼 ￥900（税込）

△過去の様子

鉄火丼 ￥650（税込） 伊たこ焼 各種￥600～（税込）

シュトーレン ￥500（税込） フリットミスト ￥800（税込） ベルジャンフリッツ ￥500（税込）

◆OSAKA光マルシェチケット

OSAKA光のルネサンスの飲食ブース「OSAKA光のマルシェ」で食べ歩きを楽
しめる2枚つづりのクーポンチケットを今年も実施。

販売期間：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）
販売場所：OSAKA光のルネサンス会場内 総合インフォメーション
価 格：1,000円（税込）

「OSAKA光のマルシェ」をお得に食べ歩き！

※写真はすべてイメージ

※写真はすべてイメージ



プログラム紹介：中央会場／東会場 メインプログラム

ケヤキ並木をシャンパングラスでかたどった光で装飾。道路の正面に建築物を配置するフランスの都市計画にもある構図
で、その輝きはひと際印象的です。

開催日程：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：中之島通（大阪市中央公会堂前）

※12月14日（土曜日）は18時頃点灯予定

△昨年度の様子

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2019

⑥フランスアベニュー

⑦中之島スマイルアートプロジェクト ひかりの実

美術家・髙橋匡太氏が手がける参加型アート作品。地域の子供たちや来場者が「ひかりの実」の笑顔を描き、笑顔に
なるプロジェクトです。みなさんが作った“ひかりの実”が会場を温かな夜景に作りあげます。

開催日程：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：中央会場：バラの小径

東会場：中之島公園バラ園（西側）

大江橋周辺

美 術 家：髙橋 匡太

△昨年度の様子

△昨年度の様子

開催日程：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：中之島公園バラ園（西側）

参 加 料：1回300円（税込）

ひかりの実 ワークショップ

参加者が「笑顔」を描いた果実袋に、色とりどりのLEDの光を入れて膨らませるキュートで美しいアート作品です。
一人一人の「ひかりの実」を樹木に飾り、みんなで中之島公園を温かく飾り付けましょう。

△昨年度の様子



プログラム紹介：東会場 メインプログラム

大阪芸術大学の学生たちが制作した高さ5ｍのユニークなバルーンオブジェを展示。今年は1回生のデザインによる光
のバラ園が表現されます。

開催日程：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：中之島公園バラ園（東側）

※雨天中止

△昨年度の様子

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2019

⑨光のシンフォニー ～煌めきの回想～

⑧BIGスノーマン in 中之島

「梅田スノーマンフェスティバル2019」と連携して、中之島にBIGスノーマンとco-BIGスノーマンの親子が登場。

梅田から中之島に遊びにやって来るかわいい雪だるまの親子と記念撮影をぜひ！

開催日程：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）

※12月15日（日曜日）は除く。

12月14日（土曜日）はBIGスノーマンのみ。

開催時間：17:00～22:00

開催場所：中之島公園バラ園（西側）

※雨天・強風中止

梅田スノーマンフェスティバル2019連携

△昨年度の様子



⑩日本盛

日本盛からおいしいお酒をお届けします。アルミボトルに入った日本酒（冷・燗）250円～、糀から使った温かい甘
酒を200円でお楽しみいただけます。寒空の下、おいしいお酒で温まりましょう。

開催日程：2019年12月20日（金曜日）～12月25日（水曜日）

※12月23日（月曜日）を除く。

開催時間：16:00～22:00

開催場所：リバーサイドパーク

※飲酒は二十歳になってから。

⑪大阪・光の饗宴2019 PRコーナー

「大阪・光の饗宴」のコアプログラム、エリアプログラムの情報発信を行うコーナー。ポスターやガイドブックを設
置し各プログラムの内容を紹介します。

開催日程：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）

開催時間：9:00～22:00

※土曜日・日曜日は16:00～

開催場所：大阪市役所1階 正面玄関ホール

※写真はイメージ

プログラム紹介：中央会場 注目イベント

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2019

△昨年度の様子

⑫市役所コンサート

毎年開催され人気を博している無料コンサートです。大阪芸術大学の学生による金管・木簡アンサンブルなど、上質
生演奏を温かい室内にてお楽しみください。

開催日程：2019年12月23日（月曜日）～12月25日（水曜日）

開催時間：①18:30～ ②19:30～ ③20:30～

※①は12月25日（水曜日）のみ

開催場所：大阪市役所1階 正面玄関ホール

△昨年度の様子



⑬カフェ英國屋

大阪市役所1階市民ロビーのカフェ英國屋が、「OSAKA光のルネサンス」開催期間に合わせて営業時間を変更。タピ
オカミルクティーなどの人気メニューと共にお過ごしください。

開催日程：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）

開催時間：8:30～21:00

※土曜日・日曜日は16:00～21:00

開催場所：大阪市役所1階 市民ロビー

⑭大阪クラシック presents ミニクラシック演奏会

「大阪交響楽団」のメンバーによる、ヴァイオリンとチェロの二重奏と、「日本センチュリー交響楽団」のメンバーに
よる、ミニコンサートをお楽しみください。

開催日程：2019年12月20日（金曜日）

開催時間：18:30～ 大阪交響楽団

20:00～ 日本センチュリー交響楽団

開催場所：大阪市役所1階 正面玄関ホール

プログラム紹介：中央会場 注目イベント

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2019

大阪交響楽団 日本センチュリー交響楽団



プログラム紹介：東会場（中之島ローズライトパーク） 注目イベント

⑮大道芸

「大阪パフォーマーライセンス」にも認定されている一流パフォーマーたちが、ハイレベルな大道芸を披露。思わず心

奪われる見応え抜群の技の数々から目が離せません。

開催日程：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）

開催時間：18:00～22:00

開催場所：阪神高速高架下

※雨天中止

△昨年度の様子

⑯イルミネーションベンチ

中之島公園芝生広場に現れるイルミネーション仕様のベンチ。SNS映え間違いなしのベンチで、大切な人と記念撮影を
すれば、ステキな思い出になること間違いなしです。

△過去の様子

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2019

開催日程：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：中之島公園芝生広場

⑰OSAKA光のルネサンス パノラマビュー（特別開放）

「OSAKA光のルネサンス」の美しい景観を一望できる展望スペースをOMM屋上にて期間限定で特別開放します。誰
もがうっとりする極上のパノラマビューをご堪能ください。

開催日程：2019年12月22日（日曜日）～12月25日（水曜日）

開催時間：18:00～21:00

開催場所：OMM屋上（西側）

※雨天中止

△昨年度の様子



プログラム紹介：その他取組

「OSAKA光のルネサンス」における連携事業
多くの来場者にお越しいただく「OSAKA光のルネサンス」の会場等において、「おもてなし」・「ホスピタリ
ティ」の向上に資するもので、事業者の提案により連携事業（製品・サービスや技術、アイデア等の実証実験、
体験・展示、テストマーケティング、プロモーションなど。）を実施します。

最先端アバターロボットで、新体験テレポーテーションツアー。OSAKA光のルネサンス会場を遠く離れた場所から遠隔

観光。歩き回るロボットを見付けて中の人とコミュニケーションをとってみてください。

開催日程：2019年12月17日（火曜日）～12月19日（木曜日）

開催時間：適宜

開催場所：OSAKA光のルネサンス会場一帯

連 携：iPresence合同会社

⑱iTOUR®

⑳OSAKA光のルネサンス おもてなし隊

国内外から訪れる方々を、おもてなしの心をもってお迎えする「おもてなし隊」が今年も登場。おもてなし隊メン

バー全員がおもてなしを考えて、来場者の方々に「OSAKA光のルネサンス2019」の魅力を、しっかりと感じていた

だけるように活動していきます。

△ 過去の様子

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2019

※写真はイメージ

⑲遠隔医療通訳サービス

病気や怪我などを訴える外国人の来場者とスタッフらの円滑なコミュニケーションを実現する「遠隔医療通訳サービス

」を導入しています。

開催日程：2019年12月17日（火曜日）～12月19日（木曜日）

開催時間：適宜

連 携：株式会社日本医療通訳サービス



4. 連携事業：光の水都ルネサンスボート2019

水都大阪を満喫！大阪・光の饗宴2019をイルミ煌く水上から楽しむクルーズ

光の水都ルネサンスボート2019

大阪の舟運事業者からなる大阪シティクルーズ推進協議会は「OSAKA光のルネサンス2019」の開催期
間にあわせて、中之島周辺を巡るイルミネーションクルーズを運航します。光り輝く中之島を水上から
眺め、楽しむ冬限定のクルーズです。

今年初のコースですべてのドリカムツリーとイルミを制覇！

光の中之島クルーズ
中之島～大阪城のすべてのドリカムツリーとイルミ、橋のライトアップを満喫！船内ではDREAMS
COME TRUEの楽曲も含めたBGMがきらめくツリーとともに、素敵な夜を演出します。

運航期間：2019年12月6日（金曜日）、7日（土曜日）、
13日（金曜日）～25日（水曜日）

出航時間：17:15／18:45／20:15（約80分）
出航場所：八軒家浜船着場

（八軒家浜船着場：京阪電車・ Osaka Metro 「天満橋駅」
運 賃：大人2,500円／小学生1,000円
ご予約・お問い合わせ：一本松海運株式会社 06-6441-0532
※予約優先

中之島リバークルーズ
ラグジュアリーなリムジンボートで中之島西エリアの夕景・夜景をバックに贅沢なひと時を楽しめるク
ルーズ。この季節は煌めく街の風景にイルミネーションが加わり、普段よりも見応えがありお得です。

運航期間：運航中～12月28日（土曜日）
運航時間：17:00～21:00までの毎時00分・30分出港（約20分）
出航場所：福島（ほたるまち）港

（JR・阪神 福島駅、京阪電車 中之島駅
下車 徒歩約10分）

運 賃：900円
お問い合わせ：一本松海運株式会社 06-6441-0532 
※乗船券は、当日16:00から出航場所にて販売します。

船上クリスマスショー＆光クルージング
「OSAKA光のルネサンス2019」会場すぐの淀屋橋港と、「大阪城イルミナージュ」会場近くの大阪城
港を結ぶクルーズ。2つの会場の移動手段としても便利！船内では様々なクルーがショーを披露します。

運航期間：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）
運航時間：18:00～20:00の間、15～45分間隔（約25分間）
出航場所：淀屋橋港 または 大阪城港

（時間帯によりコースが異なります）
（淀屋橋港：京阪電車・ Osaka Metro 「淀屋橋駅」下車すぐ）
（大阪城港：JR大阪環状線「大阪城公園駅」下車すぐ）

運 賃：大人1,600円／小学生800円（片道）
お問い合わせ：大阪水上バス株式会社 0570-03-5551
※予約優先

事業主体：大阪シティクルーズ推進協議会

光の水都ルネサンスボート2019に関するお問い合わせ
大阪シティクルーズ推進協議会 （電話）06-6942-0555



運行期間：2019年11月5日（火曜日）～12月31日（火曜日）
※毎日運行予定

運行時間：1日4便（1便：約45分）
1便目［17:10→17:55］
2便目［18:20→19:05］
3便目［19:20→20:05］
4便目［20:20→21:05］

発 着：JR大阪駅発着
運 賃：大人1,500円（税込）・小人1,000円（税込）

※多言語ガイドは対応していません
※掲載の各情報は予定であり変更に

なる可能性ございます。

●2019年特別運行便 運行ルート（45分）
JR大阪駅 → 御堂筋 → 湊町入口（阪神高速・環状線）
→ 梅田出口 → グランフロント大阪 → JR大阪駅

「御堂筋イルミネーション」を360°パノラマ体験！2階建てオープンデッキバス

OSAKA SKY VISTA特別運行便

御堂筋イルミネーションを360°パノラマで楽しめるオープンデッキバス・OSAKA SKY VISTA （オー
サカスカイビスタ）を特別便として運行。
バスガイドによる御堂筋イルミネーション2019の見どころ紹介を聞きながら、大阪・光の饗宴を存分に
満喫いただきます。

OSAKA SKY VISTA特別運行便に関するお問い合わせ
西日本JRバス予約センター （電話）0570-00-2424（10:00～19:00）

事業主催：近鉄バス株式会社

難波

梅田スカイビル

OSAKA光のルネサンス
2019

御堂筋イルミネーション
2019

グランフロント大阪

※ は阪神高速・環状線を示す

5. 連携事業：OSAKA SKY VISTA特別運行便



本コンテストは、まち全体を｢ミュージアム｣に見立てて、地域の魅力ある資源を発掘・再発見し、磨き・際立た
せ、結びつけ、国内外に発信する、「大阪ミュージアム」の一環として開催するもので、今年で9回目となりま
す。
コンテストでは、「大阪・光の饗宴2019」に参加しているイルミネーションの写真作品を広く皆さまから募集
するため、昨年好評であった「Instagram（インスタグラム）」による応募となっております。

応募期間 ： 2019年11月4日（月曜日・振替休日）～ 2020年1月31日（金曜日）まで

応募資格 ：日本国内に在住の方
Instagramアカウントをお持ちで公開設定されている方

各賞について ：

※各賞の選定は、応募締め切り後、厳正なる審査の上、入賞者を決定いたします。
入賞はお一人さま1回限りとさせていただきます。

応募方法 ：① J:COMの公式Instagramアカウント（jcom_illumi）を検索してフォロー
② 対象となる「大阪・光の饗宴2019」のイルミネーションの写真を撮影
③ 特設サイトの「コンテストに参加認証をする」をクリックし、Instagram上で認証
④ 指定のハッシュタグ（#jcomイルミ、#会場名または撮影場所）を付けて、Instagramに投稿
※入選者にはInstagramダイレクト（Instagramのダイレクト投稿機能）で当選通知を送付します
※複数回の応募は可能です。同一の内容を複数回投稿することはご遠慮下さい
※応募及びコンテストの詳細、最新情報は「J:COM Presents 大阪・光の饗宴フォトコンテスト」の

HPでご確認ください
URL：https://www2.myjcom.jp/special/kansai/illumi-photo/
※Instagramは本コンテストの後援、承認、運営を一切行っておらず、本コンテストはInstagramとは
一切関係がありません。

対象イルミネーション ：「大阪・光の饗宴2019」に参加しているイルミネーション（一部除く）
御堂筋イルミネーション2019、OSAKA光のルネサンス2019、
梅田スノーマンフェスティバル2019「Twilight Fantasy 〜時空を彩るイルミネーション〜」・「Dramatic Holiday Show !!」、
ドイツ・クリスマスマーケット大阪2019「新梅田シティ・クリスマスツリー」、中之島ウエスト・冬ものがたり2019「中之島ウォーターファンタジア」、
大阪城イルミナージュ、SAKUYA LUMINA、まいどおおきに！大阪ミナミ光マッセ！「煌めく草原」、
Welcomingアベノ・天王寺キャンペーン「Welcomingあべてんウィンタープレゼント2019」、
大阪ベイタワー ウインターイルミネーション2019「音と光のウインターイルミネーション」、
築港・天保山ウィンターイルミネーション「築港ベイエリアイルミネーション」・「赤レンガ倉庫クラシックイルミネーション」、
いばらきイルミフェスタ灯（AKARI）、第21回島本町イルミネーション、
イルミナイト万博 Xmas × EXPOCITY Xmas「Wonder Experience イルミナイト万博」・「EXPOCITYイルミネーション」、
大東市スマイルミネーション2019、堺桜彩イルミネーション2019、イズミネーション2019 和泉府中、木楽座ストリート イズミネーション2019、
LICはびきのクリスマスイベント2019「ウインターイルミネーション」、金剛きらめきイルミネーション2019、
桜まつり「桜まつり～冬～ 大阪狭山イルミネーション」、
りんくうタウン・ウィンターイルミネーション2019「りんくうプレミアム・アウトレット ウィンターイルミネーション2019」・「SEACLE ILLUMINATION」

主 催 ： 株式会社ジェイコムウエスト

後 援 ： 大阪府

部門賞 ： 各会場の応募作品から1点を選定

J:COM賞 ： 全応募作品から1点を選定

リコーイメージング賞 ： 全応募作品から1点を選定

6. 連携事業：J:COM Presents 大阪・光の饗宴フォトコンテスト

https://www2.myjcom.jp/special/kansai/illumi-photo/

