
令和元年9月13日

大阪・光の饗宴実行委員会

大阪・光の饗宴2019 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

７年目を迎える大阪・光の饗宴2019（※）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21団体が実施する25の光のプログラム参加が決定しました。

また、『御堂筋イルミネーション2019』、『OSAKA光のルネサンス2019』の詳細について
も、あわせてお知らせします。

※「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。

中之島の水辺に広がる「光のアートフェスティバル」

3. OSAKA光のルネサンス2019                         P11～14

コア
プログラム

魅力あふれる光の輪がさらに拡大！

1. エリアプログラムが決定！ P2～9 
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 

〇コアプログラム：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

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

2. 御堂筋イルミネーション2019 P10

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21団体25プログラムが参加！

新たに2団体3プログラムが新規参加し、さらに「光の輪」が拡大！
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■大阪市内（10団体）
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

③中之島ウエスト･エリアプロモーション連絡会

④大阪城イルミナージュ実行委員会

⑤SAKUYA LUMINA製作委員会

⑥Mプロジェクト実行委員会

⑦Welcoming アベノ･天王寺キャンペーン事務局

⑧大阪ベイタワーウィンターイルミネーション2019委員会

⑨すみのえ･南港 光のワンダーランド実行委員会

⑩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（11団体）
⑪いばらきイルミフェスタ実行委員会

⑫島本町イルミネーション実行委員会

⑬万博記念公園マネジメント・パートナーズ×EXPOCITY

⑭大東市イルミネーションイベント実行委員会

⑮堺市中心市街地活性化協議会

⑯和泉市

⑰木楽座ストリート組合

⑱羽曳野市

⑲富田林市

⑳桜まつり実行委員会

㉑りんくうまちづくり協議会

：2019年度新規参加団体

1．エリアプログラム（21団体25プログラム）が決定！
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エリアプログラム

大阪市内

駅上に光り輝くクリスマスイルミネーションが登場！
ゴールド基調のLEDが放つ華やかで優しい光に包まれます。

開催日時：2019年11月1日（金曜日）～12月25日（水曜日）
17:00～23:00

開催場所：JR大阪駅・大阪ステーションシティ 5F 時空の広場

梅田エリア 主催：梅田スノーマンフェスティバル実行委員会

梅田スノーマンフェスティバル2019

トワイライトファンタジー ～時空を彩るイルミネーション～

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：2019年11月20日（水曜日）～12月25日（水曜日）10:00~20:00
※11月20日(水曜日)は11:00~ ※金土は～21:00

開催場所：阪急うめだ本店9階祝祭広場

梅田スノーマンフェスティバル2019

Dramatic Holiday Show !!

高さ27ｍの新梅田シティ・クリスマスツリーと共にドイツのクリスマスを体験

開催日時：2019年11月15日（金曜日）～12月25日（水曜日）
月～木 ：12:00～21:00 金 ：12:00～22:00
土・日・祝：11:00～22:00

開催場所：新梅田シティ・ワンダースクエア

梅田エリア 主催：ドイツ・クリスマスマーケット大阪実行委員会

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

噴水と光と音楽がコラボする水辺のエンターテイメントショー

開催日時：2019年12月13日（金曜日）～12月25日（水曜日）
18:00～21:00

開催場所：ほたるまち港

中之島ウエストエリア 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2019

中之島ウォーターファンタジア

1．エリアプログラム（21団体25プログラム）が決定！
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大阪市内

今年はイルミネーションに加えてLEDネオンも登場。
鮮やかな光の空間演出による壮観な歴史絵巻を堪能！

開催日時：2019年11月22日（金曜日)～2020年3月1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

大阪城イルミナージュ

有料プログラム

真っ白な美しい草原のような光に包まれます。

開催日時：2019年11月8日（金曜日）～2020年2月16日（日曜日）
17:00～24:00

開催場所：なんばパークス8階円形劇場

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！

煌めく草原

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：2019年11月1日（金曜日）～2020年1月31日（金曜日）（予定）
17:00～24:00（予定）

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 2019

デジタルアートと大阪城の自然が融合された世界を楽しみながら、
自分の足で歩く体験型ナイトウォークです。

開催日時：常時開催 ※大阪城公園における関連イベントの際は休業
18:00～22:00

開催場所：大阪城公園内特設会場

大阪城エリア 主催：SAKUYA LUMINA製作委員会

SAKUYA LUMINA

SAKUYA LUMINA

有料プログラム

エリアプログラム

1．エリアプログラム（21団体25プログラム）が決定！
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大阪市内

海に向かって広がる野外公園「ウミエール広場」に輝く
「光の回廊（コリドー）」がクリスマスバージョンに！

開催日時：2019年11月2日（土曜日）～12月25日（水曜日）
17:00～23:00
レーザー&イルミネーションショー：12月7日（土曜日）12月8日（日曜日）

開催場所：アジア太平洋トレードセンター

南港エリア 主催：すみのえ・南港 光のワンダーランド実行委員会

すみのえ･南港 光のワンダーランド2019

光の回廊(コリドー)クリスマスバージョン

たくさんの生き物たちのイルミネーションが登場！

開催日時：2019年11月2日（土曜日）～2020年3月1日（日曜日）
17:00～22:00 ※海遊館休館日を除く

開催場所：海遊館周辺

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

築港ベイエリアイルミネーション

日本最長級のモミの木ツリー

開催日時：2019年11月4日（月曜日・振替休日）～2020年1月31日（金曜日）
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

築港･天保山ウィンターイルミネーション

赤レンガ倉庫クラッシックイルミネーション

音と連動したイルミネーションが織り成す
幻想的で心温まるクリスマス

開催日時：2019年11月23日（土曜日・祝日）～2020年1月5日（日曜日）
17:00~22:00 点灯式：11月23日（土曜日・祝日）

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：大阪ベイタワーウィンターイルミネーション2019委員会

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

エリアプログラム

1．エリアプログラム（21団体25プログラム）が決定！
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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：2019年11月29日（金曜日）～2020年1月26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)

住民の皆様に夢と感動を！そして町の活性化に！

開催日時：2019年12月1日（日曜日）～2020年1月13日（月曜日・祝日）
17:00～25:00

開催場所：阪急京都線水無瀬駅バスロータリーからJR島本駅まで

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21回島本町イルミネーション

第21回島本町イルミネーション

大阪の象徴太陽の塔が年に一度圧倒的な存在感を披露します。

開催日時：2019年12月6日（金曜日）～12月29日（日曜日）の金土日
及び12月23日（月曜日）12月24日（火曜日）12月25日（水曜日）
17:00～21:00 ※入場は20:30まで

開催場所：万博記念公園 ※万博記念公園へは、別途入園料が必要。

吹田市エリア 主催：万博記念公園マネジメント・パートナーズ×EXPOCITY

イルミナイト万博 Xmas × EXPOCITY Xmas

Wonder Experience イルミナイト万博

高さ日本一の光り輝く観覧車と空の広場を彩る
シンボリックなクリスマスツリーが共演します。

開催日時：2019年11月2日（土曜日）～2020年2月16日（日曜日）
※ツリーは12月25日（水曜日）まで
17:00～23:00

開催場所： EXPOCITY

イルミナイト万博 Xmas × EXPOCITY Xmas

EXPOCITYイルミネーション

エリアプログラム

1．エリアプログラム（21団体25プログラム）が決定！
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大阪府域

「大東幸せ伝説」再び！
大東でしか体験できない“幸せの連鎖”をあなたへ・・・

開催日時：2019年11月30日（土曜日）～2020年1月13日（月曜日・祝日）
17:00～23:00 ※点灯式：11月30日（土曜日）17:00～（予定）

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2019

大東市スマイルミネーション2019

堺の未来に咲く桜／メイン通りとなる大小路筋の街路樹に桜モチーフの
イルミネーションを施し、冬のお花見空間を演出。

開催日時：2019年11月29日（金曜日）～2020年1月15日（水曜日）
17:00～23:30 ※点灯式：11月29日（金曜日）17:00～

開催場所：南海高野線堺東駅前～南海本線堺駅前

堺市エリア 主催：堺市中心市街地活性化協議会

堺桜彩イルミネーション2019

堺桜彩イルミネーション2019

イズミのイルミ、イズミネーション！
理想の「トカイナカ」和泉市へ、ぜひお越しください！

開催日時：2019年12月2日（月曜日）～2020年1月23日（木曜日）
17:00～24:00 ※点灯式：12月2日（月曜日）18:00～

開催場所： JR和泉府中駅 周辺

和泉市エリア 主催：和泉市

JR和泉府中駅前イルミネーション事業

イズミネーション2019 和泉府中

街の風景にしっくりなじむ、優しい癒し系イルミネーション!!

開催日時：2019年10月19日（土曜日）～2020年1月31日（金曜日）
17:00～24:00 ※点灯時間はセンサーの影響で17:00を過ぎる場合あり
※点灯式：10月19日（土曜日）18:00～

開催場所：市道和泉中央線

和泉市エリア 主催：木楽座ストリート組合

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2019

エリアプログラム

1．エリアプログラム（21団体25プログラム）が決定！
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大阪府域

今年もその輝きに心を奪われる。

開催日時：2019年11月23日（土曜日・祝日）～12月25日（水曜日）
17:30～22:00 ※点灯式：11月23日（土曜日・祝日）17:30～

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2019

ウインターイルミネーション

寒い冬の何気ない日々に、きらめくイルミネーションで心温まるひとときを。

開催日時：2019年11月24日（日曜日）～2020年1月19日（日曜日）
17:00～22:00 ※点灯式：11月24日（日曜日）17:30

開催場所：ふれあい大通り（金剛ショッピングモール前～南海金剛駅の区間）

富田林市エリア 主催：富田林市

金剛きらめきイルミネーション2019

金剛きらめきイルミネーション2019

狭山池堤の桜並木にイルミネーションの華を咲かせます。
夜空にきらめく冬の桜を楽しみませんか？

開催日時：2019年12月1日（日曜日）～12月25日（水曜日）
日没～22:00

開催場所：狭山池 堤

大阪狭山市エリア 主催：桜まつり実行委員会

桜まつり

桜まつり~冬~ 大阪狭山イルミネーション

エリアプログラム

1．エリアプログラム（21団体25プログラム）が決定！
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大阪府域

ホリデーシーズンの華やかさと贈り物を送る高揚感を
巨大なオーナメントやギフトBOXで演出。

開催日時：2019年11月8日（金曜日）～2020年2月19日（水曜日）
16:30～21:00

開催場所：りんくうプレミアム・アウトレット

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

大観覧車「りんくうの星」を背景に、雪だるまと
色とりどりのイルミネーション、フォトスポットをご用意。

開催日時：2019年11月8日（金曜日）～2020年2月16日（日曜日）
17:00～23:00

開催場所： りんくうプレジャータウンシークル 1Fクルクルひろば他

りんくうタウン・ウィンターイルミネーション2019

SEACLE ILLUMINATION

エリアプログラム

1．エリアプログラム（21団体25プログラム）が決定！
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コアプログラム

３．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

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
ションできらめく、全長4kmという世界的スケールの光の道は2019年度
で11年目を迎えます。
※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時頃～23時

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

《
中
央
エ
リ
ア
》

《
北
エ
リ
ア
》

《
南
エ
リ
ア
》

今年も冬の御堂筋を華やかに彩ります。

写真や動画を撮りたくなるような演出も予定しております。

ぜひご期待ください！

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



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。
また、今年は11月4日（月曜日・振替休日）から12月31日（火曜日）に一部点灯期間
を設け、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
リートは、期間中の17:00～23:00に点灯します。

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」

※メインプログラムについては2019年7月9日報道発表済みです。
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（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

「夢を奏でる光のセッション」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 中之島イルミネーションストリート

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2019

17回目の開催となるOSAKA光のルネサンスのシンボル！

①中之島イルミネーションストリート

３．OSAKA光のルネサンス2019

③おもてなし隊メンバー（第２次）募集
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3．OSAKA光のルネサンス2019

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。音楽とシンクロして色とりどりに変化する光のトンネルは、「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。
今年は、音楽と光がシンクロする演出をお楽しみいただける期間を延長します。

17回目の開催となるOSAKA光のルネサンスのシンボル！

①中之島イルミネーションストリート

開催日程：2019年12月14日（土曜日）～12月25日（水曜日）

開催時間：17:00～23:00（演出は17:00～21:30の間、15分に1回約10分間、21:15スタートが最終）

開催場所：中央会場 みおつくしプロムナード

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）

点灯時間：17:00～23:00
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。

△昨年度の様子



「夢を奏でる光のセッション」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

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。

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

開催場所：中央会場 大阪市中央公会堂東側正面

開催時間：・１部 17:00～21:00

Art of Light ～ Projection Mapping ～

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。

・２部 21:00～21:30

光絵画 ～ Picture story show ～ “ 夢咲く時の扉 ”

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

ト作品を展開。

コアプログラム

3．OSAKA光のルネサンス2019

△作品のイメージ １部：Art of Light ～ Projection Mapping ～

△作品のイメージ ２部：光絵画 ～ Picture story show ～“ 夢咲く時の扉 ”
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3．OSAKA光のルネサンス2019

「OSAKA光のルネサンス」では、国内外から来場される方々をおもてなしの心でお
迎えする「おもてなし隊メンバー」を追加募集します。
OSAKA光のルネサンス主催者とおもてなし隊メンバーが一緒に、OSAKA光のルネ
サンスへ来場される方々に「何が出来るか」を考え、アイデアを出し合い、そして
カタチにしていきます。あなたの想いをカタチにしてみませんか。
詳しくはOSAKA光のルネサンス「おもてなし隊」メンバー（第２次）募集チラシを
ご覧ください。

※参考：2018年度の参加実績

OSAKA光のルネサンスのファンづくりの取組として「おもてなし隊」が発足しました。
一般募集で集まった38名が自主的におもてなしを考え、参加者同士の協働により国内外からの来場
者がOSAKA光のルネサンスを通じて水都大阪の魅力を心から感じていただけるよう取り組みました。

参加延べ人数：64名
参加人数 ：38名
（内、海外からの留学生17名）

③おもてなし隊メンバー（第２次）募集


