
令和元年7月9日

大阪・光の饗宴実行委員会

7年目を迎える「大阪・光の饗宴2019」
主要プログラム等をお知らせします

大阪・光の饗宴実行委員会は、2019年11月4日（月曜日・振替休日）から2020年1月31日
（金曜日）まで、大阪が一体となって開催する「大阪・光の饗宴2019」（※）の主要プログラ
ム及び連携事業の概要を決定しましたので発表します。また、大阪・光の饗宴の開宴式に合わせ
てOSAKA光のルネサンスの点灯期間を拡大します。
（※）「大阪・光の饗宴2019」の開催期間については、2019年4月26日報道発表済み。

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
３．御堂筋イルミネーション2019

中之島の水辺に広がる「光のアートフェスティバル」
４．OSAKA光のルネサンス2019

コア
プログラム

地域の個性を活かした魅力あふれる光のプログラム
５．エリアプログラム参加申込状況

エリア
プログラム

各地域や企業と連携！水や光を活かした観光商品の開発をサポート！
６．大阪・光の饗宴2019 連携観光メニュー

連携事業
（観光商品）

■本件に関するお問い合わせ先
〇御堂筋イルミネーション2019に関すること

公益財団法人大阪観光局 マーケティング事業部 観光コンテンツ開発担当（電話）06-6282-5910
〇OSAKA光のルネサンス2019に関すること

大阪市経済戦略局 観光部観光課 まち魅力担当（電話）06-6469-5166
〇エリアプログラムに関すること

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
〇連携事業に関すること

P11～P13参照

１．大阪・光の饗宴2019 開催概要開催概要

一夜限りで御堂筋を歩行者に開放！
２．大阪・光の饗宴2019 開宴式開宴式



１．大阪・光の饗宴2019 開催概要

大阪・光の饗宴実行委員会では、今年で7年目となる「大阪・光の饗宴2019」を開催します。
大阪が一体となった光の輪を、より一層国内外へ発信すべく、一体的にプロモーションを推進していく

期間として2019/11/4（月曜日・振替休日）から2020/1/31（金曜日）までを開催期間とし、コアプ
ログラムに加え、エリアプログラムや連携事業など、大阪にお越しになる方々が存分にお楽しみいただけ
る各種プログラムの更なる情報発信強化に取り組みます。

【エリアプログラム】

大阪府域各所を華やかに彩る、地域の個性を活かした魅力あふれる光のプログラム

2019年度は19団体が参加申込み！
（7月9日 14時現在）

【連携事業】

2019/11/4（月曜日・振替休日）～ 2020/1/31（金曜日）

大阪の夜を彩る「光のミュージアム」

大阪のシンボルストリート「御堂筋」と水都大阪のシンボル「中之島」が光り輝き、
世界中の人々をおもてなしします。

OSAKA光のルネサンス2019御堂筋イルミネーション2019

【コアプログラム】

大阪・光の饗宴は、御堂筋と中之島を光で彩るコアプログラム及び大阪府域各所の魅力を活かした
光のプログラム主催団体との連携を図るエリアプログラムにより構成しています。

また、連携事業として、民間連携による大阪の魅力の商品化に向けた取組みや観光商品の開発、プ
ロモーション発信を図っています。

ー開催期間ー

大阪・光の饗宴は、各地域や団体、企業と連携した観光商品を開発しています。

OSAKA SKY VISTA特別運行便光の水都ルネサンスボート2019

開催概要



△過去の開宴式の様子

２．大阪・光の饗宴2019 開宴式
開宴式

開催日程：2019/11/４（月曜日・振替休日）
開催時間：17:00～19:00（調整中）
開催場所：久太郎町3交差点～新橋交差点予定（調整中）

大阪・光の饗宴2019の開催初日に「大阪・光の饗宴2019開宴式」を開催します。
この日から御堂筋イルミネーションがスタートするとともに、御堂筋の一部区間を歩行者に一夜
限りで開放します。
普段は歩くことのできない御堂筋の真ん中を歩いたり、写真撮影したりする等、非日常空間を提
供します。

1Day！

一夜限りの
特別な夜大阪・光の饗宴2019 開宴式

一夜限りで御堂筋を歩行者に開放！



御堂筋イルミネーション2019

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

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。全長約４kmという世界的スケールの光の道は人々を優しく包み込みます。
昨年多くの反響をいただいた枝全体へのイルミネーション装飾や調光を利用した動きのあ
る演出をさらにパワーアップさせるなど、今年もインパクトある光空間を創造します！
※2015年1月に世界記録として認定されました。

△昨年度の様子

2014年度

世界記録
認定

コアプログラム

３．御堂筋イルミネーション2019

開催日程：2019/11/4（月曜日・振替休日）～ 12/31（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）

全
長
約
４
㎞
が
光
り
輝
く

イチョウ並木のイルミネーション



コアプログラム

OSAKA光のルネサンス2019

中之島の水辺に広がる「光のアートフェスティバル」

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
ログラムを充実。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。
12月1日（日曜日）より予定していた点灯期間について、11月4日（月曜日・振替休日）から12月
31日（火曜日）まで拡大します。※一部プログラムのみ

開催日程：2019/12/14（土曜日）～12/25（水曜日） ※12日間
点灯期間：2019/11/4（月曜日・振替休日）～12/31（火曜日）
（開催日程以外の点灯場所は、大阪市役所西側壁面とみおつくしプロムナードです。）
開催時間：17:00～22:00 ※一部プログラムは16:00～23:00

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」

（中央会場）
光のフェスティバルパーク

（東会場）
中之島ローズライトパーク

■会場マップ

①大阪市中央公会堂壁面プロジェクションマッピング
国指定重要文化財「大阪市中央公会堂」をスクリーンに開催！

①大阪市中央公会堂壁面プロジェクションマッピング

②中之島イルミネーションストリート
17回目の開催となるOSAKA光のルネサンスのシンボル！

②中之島イルミネーションストリート

④OSAKA光のマルシェ
水辺に広がる「OSAKA光のマルシェ」こだわりメニューが皆様をお出迎え！

③光の交流プログラム ＝台南・光の廟埕（ビョウテイ）＝
台湾・台南の廟埕を彩るプログラムが、装いを新たに登場！

４．OSAKA光のルネサンス2019



コアプログラム

４．OSAKA光のルネサンス2019

大阪・中之島のシンボルとして、また文化・芸術・学術が響き合う場として100年の歴史を繋いできた
大阪市中央公会堂の壁面で今年もプロジェクションマッピングを実施します。
昨年度開館100周年を迎えた歴史ある建物を背景に、アート作品が浮かび上がります。

△大阪市中央公会堂（提供：Ⓒ公益財団法人大阪観光局）

①大阪市中央公会堂壁面プロジェクションマッピング
国指定重要文化財「大阪市中央公会堂」をスクリーンに開催！

開催日程：2019/12/14（土曜日）～12/25（水曜日） ※12日間
開催時間：17:00～21:00 ※1回の公演時間は未定 ※観覧無料 ※雨天決行
開催場所：大阪市中央公会堂東側正面

国指定重要文化財であり
現在も公共施設として活きる大阪市中央公会堂

△昨年度の様子

昨年度実施した「ウォールタペストリー・大阪市中央公会堂開館100周年記念公演」



コアプログラム

４．OSAKA光のルネサンス2019

②中之島イルミネーションストリート
17回目の開催となるOSAKA光のルネサンスのシンボル！

OSAKA光のルネサンスを象徴する、全長約150ｍのケヤキ並木のイルミネーションストリート。
光のルネサンス開催期間中にだけ現れる幻想的な光のトンネルは、「OSAKA光のルネサンス」がスター
トした2003年から開催し、様々な音楽と光の演出で多くの方々をお迎えしてまいりました。

開催日程：2019/12/14（土曜日）～12/25（水曜日）
開催時間：17:00～23:00（演出内容については未定）
開催場所：みおつくしプロムナード

点灯期間： 11/4（月曜日・振替休日） ～12/31（火曜日）
＊17:00～23:00
（点灯期間は2019年4月26日の報道発表から変更）

△昨年度の様子



コアプログラム

４．OSAKA光のルネサンス2019

大好評の「光の文化交流」をテーマにした光のアートプログラムを今年も展開。
台湾の台南には1400に及ぶ寺院があります。その寺院前の広場（廟埕）に広がる日常の光あふれる風景
を大阪・中之島に再現し、大阪と台南を光で繋ぎます。
台南はゆったり散策でき、旅行もしやすい町です。廟埕から歩くと、飲食店が並び、路地裏も見どころ
いっぱい。祝祭の提灯、門神（台湾の寺院や住宅等の建物の入口に立ち門番の役目をする神）、様々なB
級グルメ…台南を代表するような風景、市民の日々にあふれる風景を再現します。

開催日程：2019/12/14（土曜日）～12/25（水曜日） ※12日間
開催時間：17:00～22:00
開催場所：リバーサイドパーク

台湾・台南の廟埕を彩るプログラムが、装いを新たに登場！
③光の交流プログラム ＝台南・光の廟埕（ビョウテイ）＝

リバーサイドパークには「台南観光案内所」も設置。
台南市の観光情報を提供します。
台南市街地の歴史的な建築物や美味しい地元料理など
の他、台南の訪れるべき魅力的なスポットをご紹介！

※写真はイメージです。



手軽に食べられるメニューから本格的な料理まで、各店自慢の逸品がOSAKA光のルネサンス会場でお楽
しみいただけます！
大阪市中央公会堂をキャンパスに描かれる「感動の光」を間近で見ながら、大阪のグルメを満喫！
※OSAKA光のマルシェは、観光商品として「OSAKA光マルシェチケット」でさらにお得にお楽しみいた
だけます。

水辺に広がる「OSAKA光のマルシェ」こだわりメニューが皆様をお出迎え！

△昨年度の様子

◆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：2019/12/14（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（予定）
価 格：1,000円（税込）

「OSAKA光のマルシェ」をお得に食べ歩き！

コアプログラム

４．OSAKA光のルネサンス2019

水辺に広がる「OSAKA光のマルシェ」こだわりメニューが皆様をお出迎え！
④OSAKA光のマルシェ

開催日程：2019/12/14（土曜日）～12/25（水曜日） ※12日間
開催時間：16:00～22:00

開催場所：中央会場、東会場
店舗数：21店舗（予定）



エリアプログラム

５．エリアプログラム参加申込状況

各エリアプログラムの詳細情報は9月中旬発表予定

大阪各所へ広がる「光の輪」。
エリアプログラムとは、大阪府内でまちづくりやエリア活性化に取り組む団体が実施する、地域の個性
を活かした魅力あふれる光のプログラムです。
「大阪・光の饗宴2019」を一緒に盛り上げていただきます！

■梅田エリア
①梅田スノーマンフェスティバル実行委員会
②ドイツ･クリスマスマーケット大阪実行委員会

■中之島ウエストエリア
③中之島ウエスト･エリアプロモーション連絡会

■大阪城エリア
④大阪城イルミナージュ実行委員会
⑤SAKUYA LUMINA製作委員会

■ミナミエリア
⑥Mプロジェクト実行委員会

■あべの・天王寺エリア
⑦Welcoming アベノ･天王寺キャンペーン事務局

■南港エリア
⑧すみのえ･南港 光のワンダーランド実行委員会（仮）

■天保山エリア
⑨築港･天保山ウィンターイルミネーション実行委員会

■茨木市エリア
⑩いばらきイルミフェスタ実行委員会

■島本町エリア
⑪島本町イルミネーション実行委員会

■吹田市エリア
⑫万博記念公園マネジメントパートナーズ×EXPOCITY

■大東市エリア
⑬大東市イルミネーションイベント実行委員会

■堺市エリア
⑭堺市中心市街地活性化協議会

■和泉市エリア
⑮和泉市
⑯木楽座ストリート組合

■羽曳野市市エリア
⑰羽曳野市

■大阪狭山市エリア
⑱桜まつり実行委員会

■泉佐野市エリア
⑲りんくうまちづくり協議会

■大阪市内（9団体） ■大阪府域（10団体）

★

★

今年度の参加申込状況をお知らせします！（7月9日 14時現在）
※★は今年度新規参加申込み



大阪・光の饗宴は、各地域や団体、企業と連携した観光商品を開発しています。
是非大阪・光の饗宴の連携観光商品メニューをご活用ください。

連携事業

６．観光商品のご紹介

人気のイルミネーションクルーズ「光の水都ルネサンスボート」が今年も登場！コースも船も
様々なクルーズ商品からお気に入りを選んでイルミネーションゆらめく川面へ出航！

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
①光の水都ルネサンスボート2019

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を特別便として運行！

「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
②OSAKA SKY VISTA特別運行便



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
①光の水都ルネサンスボート2019

光の中之島クルーズ
中之島東部の八軒家浜船着場から出航し、中之島ウエストエリアまでのイルミネーションや橋梁ライト
アップ等を水上から眺めるクルーズ。中之島周辺のイルミーションスポットを一度にお楽しみいただけま
す。

運航期間：2019/12/14（土曜日）～12/25（水曜日）
運航時間：17:30/18:30/19:30/20:30
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2,000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
※掲載内容は変更になる場合があります。

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～12/28（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」の会場を中心に、光り輝く中之島やライトアップされた橋を巡るク
ルーズ。船内ではクリスマスショーを開催予定。

運航期間：2019/12/14（土曜日）～12/25（水曜日）※予定
運航時間：未定
出航場所：淀屋橋港 または 大阪城港 ※予定

（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：未定
お問い合わせ：大阪水上バス株式会社 0570-03-5551

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。

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

①光の水都ルネサンスボート2019

連携事業

６．大阪・光の饗宴2019 連携観光メニュー



運行期間：2019/11/5（火曜日）～12/31（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
運 賃：大人1,500円（税込）・小人1,000円（税込）

難波

梅田スカイビル

※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。

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

▽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
※ は阪神高速・環状線を示す

「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
②OSAKA 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。

事業主体：近鉄バス株式会社

OSAKA SKY VISTA特別運行便の予約・お問い合わせ
西日本ジェイアールバス予約センター （電話）0570-00-2424

②OSAKA SKY VISTA特別運行便６．観光商品のご紹介
連携事業


