
令和2年９月30日

大阪・光の饗宴実行委員会

大阪・光の饗宴2020 大阪各所へ広がる光の輪

「エリアプログラム」が決定しました！
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ⓒMIRRORBOWLERS

大阪・光の饗宴2020では、『エリアプログラム』として、大阪各所で地域活性化に取り組む
14団体が実施する15の光のプログラムの参加が決定しました。
また、『大阪・光の饗宴2020開宴式』、『御堂筋イルミネーション2020』、『OSAKA光の

ルネサンス2020』の詳細についても、あわせてお知らせします。
※新型コロナウイルス感染症の状況等によっては、大阪・光の饗宴2020の中止または一部プ

ログラムをとりやめる場合があります。

４. OSAKA光のルネサンス2020                         P9～12

コア
プログラム

1. エリアプログラムが決定！ P2～6 
エリア

プログラム

■本件に関するお問い合わせ先
〇エリアプログラム、大阪・光の饗宴2020開宴式に関すること
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

〇コアプログラム：御堂筋イルミネーション2020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 御堂筋イルミネーション担当

（電話）06-6282-5910

〇コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2020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

３. 御堂筋イルミネーション2020 P8

2. 大阪・光の饗宴2020開宴式 P7 開宴式

同時資料提供
大阪府政記者会
大阪市政記者クラブ
大阪経済記者クラブ
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エリアプログラム

大阪各所へ広がる「光の輪」
大阪府域で地域活性化に取り組む団体等が実施する、地域の個性を活かした魅力あふ
れる光のプログラムが一体となって冬の大阪を盛り上げる「エリアプログラム」

今年は14団体15プログラムが参加！

大阪が明るく元気になるよう、世界に向けて一緒に“希望の光”を発信します。
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■大阪市内（7団体）
①UMEDA MEETS HEART 実行委員会

②中之島ウエスト･エリアプロモーション連絡会

➂大阪城イルミナージュ実行委員会

④Mプロジェクト実行委員会

⑤Welcoming アベノ･天王寺キャンペーン事務局

⑥大阪ベイタワーウィンターイルミネーション2020委員会

⑦築港･天保山ウィンターイルミネーション実行委員会

■大阪府域（7団体）
⑧いばらきイルミフェスタ実行委員会

⑨島本町イルミネーション実行委員会

⑩大東市イルミネーションイベント実行委員会

⑪堺市中心市街地活性化協議会、公益社団法人堺観光コンベンション協会

⑫新商店街推進協議会

⑬羽曳野市

⑭りんくうまちづくり協議会

1．エリアプログラム（14団体15プログラム）が決定！



エリアプログラム

大阪市内

1万人が描いた笑顔の光”ひかりの実”で彩る・水辺のまち
中之島ウエスト・スマイルアートプロジェクト

開催日時：2020年12月11日（金曜日）～12月25日（金曜日）
日没～常点

開催場所：ほたるまち周辺一体

中之島エリア 主催：中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会

中之島ウエスト・冬ものがたり2020

中之島ウエスト・スマイルアートプロジェクト「ひかりの実」

大阪城天守閣を借景に輝く300万球のイルミネーションに加えて、今年は新たにLEDネオンも登場！

開催日時：2020年11月27日（金曜日)～2021年3月7日（日曜日)
17:00～22:00 ※点灯17:30～21:30

開催場所：大阪城西の丸庭園

大阪城エリア 主催：大阪城イルミナージュ実行委員会

大阪城イルミナージュ

大阪ならではのイルミネーション ～豊臣城下町と大阪歴史探訪の旅～

有料プログラム
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世界中を旅して楽しむ日々が訪れることを願い、
大陸を巡る気球をモチーフにした幻想的なツリーが登場します。

開催日時：2020年11月11日（水曜日）～12月25日（金曜日）
※ライティングショー：平日17:00～24:00、土日祝 16:00～24:00

開催場所：グランフロント大阪 北館1階ナレッジプラザ

梅田エリア 主催：UMEDA MEETS HEART 実行委員会

UMEDA MEETS HEART

Winter Voyage Tree

クリスマスマーケットが広がる吹き抜け空間がミラーボールの光で彩られ、
煌く星に包まれるような幻想的な空間に。

開催日時：2020年11月26日(木)～12月25日(金)
※毎時00分(開閉店時除く)に光と音のショーを開催

開催場所：阪急うめだ本店9階祝祭広場

UMEDA MEETS HEART

Candy Castle Happiness

©MIRRORBOWLERS ©KLOKA

1．エリアプログラム（14団体15プログラム）が決定！



エリアプログラム

大阪市内

音楽に合わせて輝く光の滝！

開催日時：2020年11月6日（金曜日）～2021年2月14日（日曜日）（予定）
17:00～24:00 ※イルミネーションごとに開催期間は異なります。

開催場所：なんばパークス

ミナミエリア 主催： Mプロジェクト実行委員会

まいどおおきに! 大阪ミナミ光マッセ！

光の滝

アベノ・天王寺エリアを新たな光のモニュメントで彩ります。

開催日時：2020年11月1日（日曜日）～2021年1月31日（日曜日）
17:00～22:00

開催場所：天王寺公園エントランスエリア「てんしば」

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

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2020

開催日時：2020年12月1日（火曜日）～2021年1月11日（月曜日・祝日）
15:00~22:00（予定）

開催場所：大阪ベイタワー アトリウム（2階）

弁天町エリア 主催：大阪ベイタワーウインターイルミネーション2020委員会

大阪ベイタワー ウインターイルミネーション2020

大阪ベイタワー 音と光のウインターイルミネーション2020
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音と連動したイルミネーションの光が織り成す幻想的で心やすらぐクリスマス

開催日時：2020年11月上旬～2021年2月下旬
17:00～20:00

開催場所：赤レンガ倉庫エントランス、大観覧車 他

天保山エリア 主催：築港･天保山ウィンターイルミネーション実行委員会

築港･天保山ウィンターイルミネーション

赤レンガ倉庫クラシックイルミネーション

1．エリアプログラム（14団体15プログラム）が決定！

日本最長級のモミの木ツリー
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エリアプログラム

大阪府域

きらびやかなまち 茨木を楽しく歩く ”いばブラ”

開催日時：2020年12月11日（金曜日）～2021年1月24日（日曜日）
17:00～24:00

開催場所：：JR茨木駅前周辺、阪急茨木市駅前周辺、元茨木川緑地、
阪急南茨木駅周辺、茨木市役所前、商店街、飲食店など

茨木市エリア 主催：いばらきイルミフェスタ実行委員会

いばらきイルミフェスタ 灯(AKARI)

いばらきイルミフェスタ 灯(AKARI)

住民の皆に夢と感動を！そして町の活性化に！

開催日時：2020年12月1日（火曜日）～12月31日（木曜日）
17:00～25:00

開催場所：阪急京都線水無瀬駅西側交差点からJR島本駅東側交差点まで

島本町エリア 主催：島本町イルミネーション実行委員会

第22回 島本町イルミネーション

第22回 島本町イルミネーション

今だからこそ、みんなでスマイル！
みんなが明るくなるような愛のかたちをお届けします。

開催日時：2020年11月28日（土曜日）～12月25日（金曜日）
17:00～23:00

開催場所：JR住道駅前２階デッキ

大東市エリア 主催：大東市イルミネーションイベント実行委員会

大東市スマイルミネーション2020

大東市スマイルミネーション2020

メインストリート大小路と、ちん電が走る大道筋を黄金色の光がつなぎます。

開催日時：2020年12月1日（火曜日）～2021年1月15日（金曜日）
17:00～23:30

開催場所：南海高野線堺東駅～南海本線堺駅、阪堺電軌花田口～宿院停留場

堺市エリア 主催：堺市中心市街地活性化協議会、公益社団法人堺観光コンベンション協会

堺イルミネーション2020

堺イルミネーション2020

1．エリアプログラム（14団体15プログラム）が決定！



エリアプログラム

大阪府域

羽曳野の冬の風物詩

開催日時：2020年11月21日（土曜日）～12月25日（金曜日）
17:30～22:00

開催場所：羽曳野市立生活文化情報センター（LICはびきの）1階 交流広場

羽曳野市エリア 主催：羽曳野市

LICはびきのクリスマスイベント2020

ウインターイルミネーション

工夫をこらしたイルミネーションやライトの演出で、冬のりんくうタウンに
きらめきを広げます。

泉佐野市エリア 主催：りんくうまちづくり協議会

りんくうタウン・ウィンターイルミネーション2020

りんくう光の饗宴

開催日時：2020年11月3日（火曜日・祝日）～2021年2月28日（日曜日）
日没～23:00 ※開催日及び時間は会場により異なります。

開催場所：りんくうプレミアム・アウトレット、りんくうプレジャータウンシークル、
イオンモールりんくう泉南、SENNAN LONG PARK(泉南りんくう公園)

全長5.5Kmの癒し系イルミネーションロード!
和泉の冬は優しい光に包まれて♪

開催日時：2020年11月1日（日曜日）～2021年2月28日（日曜日）
17:00～24:00

開催場所：市道和泉中央線

和泉市エリア 主催：新商店街推進協議会

木楽座ストリートイルミネーション事業

木楽座ストリート イズミネーション2020
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1．エリアプログラム（14団体15プログラム）が決定！
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開宴式

2．大阪・光の饗宴2020開宴式

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2020開宴式

開催日：2020年11月3日（火曜日・祝日）
開催時間：16:30～19:00
開催場所：久太郎町3交差点～新橋交差点

今年も大阪・光の饗宴の開催初日に「大阪・光の饗宴2020開宴式」を開催！
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（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特別な空間から「希望の光」をお楽しみください。

1Day！

一夜限りの
特別な夜

＜参考：昨年度の開催風景＞
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コアプログラム

３．御堂筋イルミネーション2020

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2020

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。
今年は、色彩が変化するフルカラーLEDを装飾し、冬の御堂筋を華やかに彩ります。

ぜひご期待ください！

2014年度

世界記録
認定

開催日程：2020年11月3日（火曜日・祝日）～ 12月31日（木曜日） 59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2020イメージパース

《
中
央
エ
リ
ア
》

《
北
エ
リ
ア
》

《
南
エ
リ
ア
》

OSAKA
光のルネサンス

国道２号線

土佐堀通

中央大通

長堀通

千日前通

阪神前

梅田新道

梅新南

大江橋北詰

淀屋橋

船場中央３

新橋

難波

難波西口



18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。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。
また、今年は、大阪市庁舎正面イルミネーションファサードなどで11月3日（火曜日・
祝日）から12月31日（木曜日）に一部点灯期間を設けます。

開催期間：2020年12月14日（月曜日）～12月25日（金曜日） ※12日間
開催時間：17:00～22:00（一部プログラムは23:00まで）
一部点灯期間：11月3日（火曜日・祝日）～12月13日（日曜日）、

12月26日（土曜日）～12月31日（木曜日）
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フォトモニュメント、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」
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コアプログラム

（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

「いのち息づく、希望の光」をテーマとして大阪市中央公会堂をスクリーンに開催！

②大阪市中央公会堂壁面プロジェクションマッピング

①フォトモニュメント

②大阪市中央公会堂壁面プロジェクションマッピング

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2020

大阪市庁舎正面に新たな光のプログラム

①フォトモニュメント

４．OSAKA光のルネサンス2020

【連携事業】疫病退散にご利益があると言われる妖怪をみんなで作ろう

③巨大アマビエバルーン（クラウドファンディング開始）

③巨大アマビエバルーン



大阪市庁舎正面に新たな光のプログラム

①フォトモニュメント
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コアプログラム

４．OSAKA光のルネサンス2020

昨年、大阪市役所前に設置され大好評だったフォトモニュメントが生まれ変わって登
場します。表面に施した偏光フィルムにより、夜間は透過性があり見る角度で様々な
色に変化し、昼間は透過性がなくなり虹色に反射する、昼夜で異なる光のアートモ
ニュメントは、大阪市庁舎正面イルミネーションファサードと合わせた「一つの画」
としても楽しめます。

設置期間：2020年11月3日（火曜日・祝日）～12月31日（木曜日）

点灯時間：17:00～23:00

開催場所：中央会場 大阪市庁舎正面

△イメージ



「いのち息づく、希望の光」をテーマとして大阪市中央公会堂をスクリーンに開催！

②大阪市中央公会堂壁面プロジェクションマッピング

コロナ禍においても、力強く繰り返す生命の営み。季節はめぐり木々は緑にあふれ、
美しい花々は彩り鮮やかに咲き誇り、新しい命が羽ばたいていく。躍動する命の誕生
を、中之島に新たにオープンした「こども本の森 中之島」に着想を得て、本からあふ
れる新しい命の物語を表現します。

開催期間：2020年12月14日（月曜日）～12月25日（金曜日） ※観覧無料・雨天決行

開催場所：中央会場 大阪市中央公会堂東側正面

開催時間：17:00～21:30

新しい命の誕生を通して、生きることの喜び・尊さを訴えるアート作品

コアプログラム

４．OSAKA光のルネサンス2020

△作品のイメージ
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コアプログラム

４．OSAKA光のルネサンス2020

【連携事業】疫病退散にご利益があると言われる妖怪をみんなで作ろう

③巨大アマビエバルーン（クラウドファンディング開始）

アマビエをモチーフにした光のアート作品をOSAKA光のルネサンス会場に設
置し、新型コロナウイルス感染症の収束を祈願するとともに、感染防止意識
の向上を図ります。
制作資金をクラウドファンディングで調達する「参加型のプログラム」とし、
会場に足を運べない方でも参加いただけます。

事業主催：アクティオ株式会社・アーティル株式会社

開催期間：2020年12月14日（月曜日）～12月25日（金曜日）

開催場所：中央会場 大阪市中央公会堂南

開催時間：17:00～22:00

クラウドファンディングについて

目標金額：1,000万円
募集期間：2020年9月30日（水曜日）～12月7日（月曜日）
※目標金額を超えた場合は、必要経費を除き大阪・光の饗宴実行委員会
または新型コロナウイルス助け合い基金等に寄付

参加方法：https://camp-fire.jp/projects/view/325332
上記のサイトから参加してください。

△作品イメージ

https://camp-fire.jp/projects/view/325332

