
2020年10月28日

大阪・光の饗宴実行委員会

「大阪・光の饗宴2020」
11月3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！ ～

今年の大阪・光の饗宴（※1）は、“希望の光”をテーマに、コロナ禍の中で皆さんが明るく元気にな

るよう願いを込めて、11月3日（火曜日・祝日）より開催します。

「御堂筋イルミネーション2020」と「OSAKA光のルネサンス2020」のコアプログラムと、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）が一体となり、冬の大阪を盛り

上げます。このたび、全てのプログラムが決定しましたのでお知らせします。詳細は「大阪・光の饗宴

公式ホームページ」をご覧ください。

※1「大阪・光の饗宴」の開催概要については、2020年6月22日（月曜日）及び9月30日（水曜日）

に報道発表済みです。

※2「エリアプログラム」参加団体については、2020年9月30日（水曜日）に報道発表済みです。

〇 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に関すること
大阪・光の饗宴実行委員会事務局 （電話）06-4391-0120

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

大阪・光の饗宴公式ホームページ：https://www.hikari-kyoen.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

コア
プログラム

２. 御堂筋イルミネーション2020
３. OSAKA光のルネサンス2020

連携事業 ４. OSAKA SKY VISTA特別運行便

１. 大阪・光の饗宴2020開宴式開宴式

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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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

開催日程：2020年11月3日（火曜日・祝日）
開催時間：オープニングイベント 16:30～17:15

点灯セレモニー 17:15～17:30
（御堂筋の歩行者開放は、16:30～19:00）

開催場所：御堂筋（久太郎町3交差点～新橋交差点）

今年も、開催初日に「大阪・光の饗宴2020開宴式」を開催！
オープニングイベントでは、力強い歌声と高度なアカペラをも歌いこなすLittle Glee Monsterが

一夜限りのスペシャルライブを行うほか、大阪を拠点に世界で活躍するブレイクダンスクルーの
MORTAL COMBATや、学生によるパフォーマンスで開宴式を盛り上げます。
また、御堂筋イルミネーションの点灯セレモニーを行い、御堂筋を歩行者に一夜限りで開放します
ので、普段は歩くことのできない特別な場所から“希望の光”をテーマにした光の空間をお楽しみく
ださい。

1Day！

一夜限りの
特別な夜

＜参考：昨年度の開催風景＞

１. 大阪・光の饗宴2020開宴式

開催概要

＜ Little Glee Monster ＞

＜ MORTAL COMBAT ＞



開催概要

２. コアプログラム：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。
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：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
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パープルミックス
[難波～難波西口]

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2020

ブルーミックスゾーン（久太郎町３から新橋）では、御堂筋イルミネーション初の色彩が変化す

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。

さらに、ゾーンごとに異なる色の重なりを楽しんでいただけるよう、7種類のカラーで各ゾーンを

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。

ブルーミックス [久太郎町３～新橋] ピンクミックス [北浜３～船場中央３]

ゴールドミックス
[梅田新道～大江橋北詰]

さくら色
[新橋～御堂筋三津寺町]

五色ミックス
[御堂筋三津寺～難波]

水都ブルー [阪神前～梅田新道]

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

久太郎町３

新橋

難波

難波西口

水都ブルー

ゴールド
ミックス

ピンクミックス

ブルーミックス

さくら色

五色ミックス

パープル
ミックス

淀屋橋odona

本町
ガーデンシティ

真宗大谷派
難波別院(南御堂)

★はAR拡張現実で見るスペシャルイ
ルミです（詳細は次ページ参照）

★

★

★
明治安田生命
大阪御堂筋ビル

★

御堂筋MTRビル
★
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プログラム紹介：スペシャルコンテンツ

２. コアプログラム：御堂筋イルミネーション2020

AR（拡張現実）で見るスペシャルイルミ

指定の場所からスマートフォンをかざすと、画面上に特

別なAR演出が見られるスペシャルイルミも登場。様々な

オブジェクトが出現し、イルミネーションを盛り上げま

す！

折り鶴のモチーフツリー

明るく元気になるよう願いを込めた折り鶴のオーナメン

トを装飾。御堂筋の色々なところに登場するので、歩き

ながら探してお楽しみください！

樹木イルミネーションの期間に合わせて、スペシャルコンテンツを実施します！

＜スペシャルイルミの楽しみ方＞

①体験できる場所は5か所です。

・淀屋橋odona

・明治安田生命大阪御堂筋ビル

・御堂筋MTRビル

・本町ガーデンシティ

・真宗大谷派難波別院（南御堂）

②体験場所で二次元コードを読み取り、指定の場所か

ら樹木にスマートフォンを向けると、特別な演出を

体験できます。

※歩道上での体験は危険ですので敷地内からお楽しみ

ください。
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開催概要

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2020

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
プログラムを実施。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：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（一部コンテンツは～23:00）
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」

＜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2020

①大阪市庁舎イルミネーションファサード
②フォトモニュメント
③中之島イルミネーションストリート
④大阪市中央公会堂プロジェクションマッピング
⑤中之島リバーサイドイルミネーション
⑥中之島スマイルアートプロジェクト ひかりの実
⑦BIGスノーマン in 中之島
⑧大阪芸術大学学生制作 「希求の唄」

⑨大阪・光の饗宴2020PRコーナー
⑩カフェ英國屋
⑪イルミネーションベンチ
⑫TOYOTA燃料電池自動車
⑬巨大アマビエバルーン

1
2

3

4

5

6

8

9 10

11

7

12

13
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プログラム紹介：中央会場 メインプログラム

△イメージ

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。

開催日程：2020年11月3日（火曜日・祝日） ～ 12月31日（木曜日）

開催時間：17:00～23:00

開催場所：大阪市役所正面

①大阪市庁舎正面イルミネーションファサード

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2020

昨年好評だったフォトモニュメントが生まれ変わります。
MIRRORBOWLERをクリエイターに迎え、偏光フィルムによって昼夜で見え方が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。

開催日程：2020年11月3日（火曜日・祝日）～12月31日（木曜日）

開催時間：17:00～23:00

開催場所：大阪市庁舎正面

②フォトモニュメント

※写真はイメージ

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。

開催日程：2020年11月3日（火曜日・祝日） ～12月31日（木曜日）

開催時間：17:00～23:00

開催場所：みおつくしプロムナード

※今年は音楽による演出は行いません。

③中之島イルミネーションストリート

△イメージ
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プログラム紹介：中央会場 メインプログラム

④大阪市中央公会堂プロジェクションマッピング

閉塞感漂う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。

開催日程：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

開催場所：大阪市中央公会堂東側正面

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、上映時間を約1分と

しています。

△作品のイメージ

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2020

⑤中之島リバーサイドイルミネーション

中之島の水上劇場沿いを彩るイルミネーションが今年初登場。「ジオメトリック」をテーマに、河川沿いの自然あふ

れる親水空間に、自然と相反する幾何学模様のイルミネーションを描き、辺り一帯を幻想的に彩ります。

開催日程：2020年12月14日（月曜日）～12月25日（金曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：中之島公園水上劇場川沿い

△イメージ

Page 8



プログラム紹介：中央会場 メインプログラム

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。みんなが作った“ひかりの実”が会場を温かな夜景に作りあげます。

⑥中之島スマイルアートプロジェクト ひかりの実

開催日程：2020年12月14日（月曜日）～12月25日（金曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：バラの小径

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2020

△昨年度の様子

△昨年度の様子

△昨年度の様子

⑦BIGスノーマン in 中之島

「UMEDA MEETS HEART 2020」と連携、中之島にBIGスノーマンとco-BIGスノーマンの親子が登場します。

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：2020年12月14日（月曜日）～12月25日（金曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：中之島公園水上劇場

※雨天・強風中止

UMEDA MEETS HEART 2020連携
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プログラム紹介：東会場 メインプログラム

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2020

現代に生きる人種、年齢、性別を超えた全ての人に、非日常の中でも希望を忘れず、上を向いて欲しいという想いを
込めて、愛の象徴であるクジラのオブジェを展示します。
光の演出にクジラの唄をのせて、バラ園一帯を青に染めます。昨年より規模を拡大し、パワーアップした神秘的な海
の世界をお楽しみください。

開催日程：2020年12月14日（月曜日）～12月25日（金曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：中之島公園バラ園（西側）

ききゅう うた

⑧大阪芸術大学学生制作「希求の唄」

△イメージ

⑨大阪・光の饗宴2020 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。ポスターや案内マップを設置
し各プログラムの内容を紹介します。

開催日程：2020年12月14日（月曜日）～12月25日（金曜日）

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

△昨年度の様子 △昨年度の様子
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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2020

⑩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：2020年12月14日（月曜日）～12月25日（金曜日）

開催時間：11:00～21:00

※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

ブレンドコーヒー・・・・300円

英國屋ブレンドティー・・300円

タピオカミルクティー・・450円 など

⑪イルミネーションベンチ

中之島公園水上劇場川沿い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

開催日程：2020年12月14日（月曜日）～12月25日（金曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：中之島公園水上劇場川沿い
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プログラム紹介：その他取組

TOYOTAの燃料電池自動車が中之島公園に登場。光のルネサンス会場に装飾されたイルミネーションの一部を
燃料電池車による電力で光らせます。

開催日程：2020年12月14日（月曜日）～12月25日（金曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：水上劇場周辺

提 供：大阪地区トヨタ各社

⑫TOYOTAの燃料電池車による給電

3. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2020

⑬巨大アマビエバルーン

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

開催日程：2020年12月14日（月曜日）～12月25日（金曜日）

開催時間：17:00~22:00

開催場所：大阪市中央公会堂南

アマビエバルーンについて
弘化3年（1846年）に現れ、疫病に関する予言をしたことか
ら、疫病退散にご利益があると言われている妖怪の「アマビ
エ」を、大阪府出身であり、世界で活躍されているデザイ
ナーのコシノジュンコ氏がデザインします。アマビエバルー
ンを設置することで、新型コロナウイルス感染症の収束を祈
願するとともに、感染拡大防止意識の向上を図ります。

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：募集中～12月7日（月曜日）
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。

※目標金額を超えた場合は、必要経費を除き大阪・光の饗宴
実行委員会または大阪府新型コロナウイルス助け合い基金等
に寄付

OSAKA光のルネサンス2020連携事業

△イメージ
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運行期間：2020年11月3日（火曜日・祝日）～12月31日（木曜日）
※毎日運行予定

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

発 着：JR大阪駅発着
運 賃：大人1,500円（税込）・小人1,000円（税込）
※11月3日（火曜日・祝日）は、2便目のみ運行 ※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。

●2020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2020の見どころ紹介を聞きながら、大阪・光の饗宴を存分に
満喫いただけます。

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
2020

御堂筋イルミネーション
2020

グランフロント大阪

※ は阪神高速・環状線を示す

4. 連携事業：OSAKA SKY VISTA特別運行便

Page 13


