2013 年 7 月 9 日
梅田ゆかた祭 2013 実行委員会

〈リリース第２弾〉

梅田に「ゆかた」で出かけよう！梅田をゆかたで繋ぐエリアイベント
「～小粋な街あそび～梅田ゆかた祭 2013」の詳細内容が決定致しました。

「～小粋な街あそび～
梅田ゆかた祭２０１３」を開催します。
梅田地区エリアマネジメント実践連絡会 を中心とする梅田ゆかた祭2013実行委員会 は、
■1

■2

7月20日（土）、21日（日）に、日本が世界に誇る文化「ゆかた」と梅田の雨水を再利用する
エコの取組「打ち水」をコンテンツに取り入れたエリアイベント「〜小粋な街あそび〜梅田ゆかた
祭2013」を開催いたします。
今回のリリース第 2 弾では、今年度初開催となるプレイベント並びにゆかた de 盆踊りなど、
各コンテンツの詳細を発表いたします。
＜メインロゴ＞

【梅田ゆかた祭 2013 プレイベント】

「梅田打ち水大作戦」ためし打ち開催！！
＆

「ゆかた de 盆踊り」公開練習

初開催！

■開催日時：２０１３年７月１３日（土）１６：００～
※天候不順の場合、中止とさせていただきます。
■開催場所：グランフロント大阪 うめきた広場
■実施内容：
「梅田ゆかた祭 2013」をひと足先に楽しめるプレイベントを、今年初会場となる、グランフロント大阪のうめき
た広場にて実施いたします。環境向上に取り組む「梅田打ち水大作戦」の
ためし打ちを、梅田地区の施設や店舗で働くスタッフ、そして梅田に訪れ
る 来 街者 の皆 さんと 一緒に 行い ます ！ ま た 、た めし打 ち終 了 後に 、
「ゆかた de 盆踊り」の公開練習を行います。
別添しております取材申込書にて、事前にお申込みくださいますよう、
お願いいたします。
〈昨年度「打ち水大作戦」実施写真〉＞

■１. 梅田地区エリアマネジメント実践連絡会
西日本旅客鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社、一般社団法人グランフロント大阪 TMO の 4 者で構
成。梅田地区全体の競争力、集客力、地域力を高め、持続的な発展に向けた活動の実践を目的として設立。
（参照：WEB サイト「UMEDA CONNECT」http://umeda-connect.jp）
■２. 梅田ゆかた祭 2013 実行委員会
梅田地区エリアマネジメント実践連絡会、大阪市、株式会社カクタスより構成。 ※事務局は株式会社カクタス

【資料配布先：青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、関西レジャー記者クラブ、大阪建設記者クラブ、大阪経済記者クラブ、大阪市政記者クラブ】

「～小粋な街あそび～ 梅田ゆかた祭２０１３」開催概要
■開催期間：２０１３年７月２０日（土）・２１日（日） １１：００～２０：００（※一部異なる）
但し、一部コンテンツは７月１３日（土）～８月３１日（土）まで。
■特設会場：グランフロント大阪会場（グランフロント大阪 うめきた広場）NEW！/
NU chayamachi 会場（NU chayamachi １F コリドールなど）/
ディアモール大阪会場（ディアモール大阪 ファッショナブルストリートなど）/
大阪ステーションシティ会場（大阪ステーションシティ 5F 時空の広場など）
■実施コンテンツ：（１）ゆかた de 盆踊り

NEW！

（２）ゆかた de おもてなし

（３）ゆかた de おとく

（４）ゆかた de ラリー （５）ゆかた de ライブ＆ワークショップ （６）梅田打ち水大作戦

実施コンテンツ
（１）ゆかた de 盆踊り

初開催！

今春まちびらきしたグランフロント大阪のうめきた広場を会場に、初の試みとなる“小粋な”
盆踊りを実施いたします。振り付け講師や地域の女性会の方をお手本に、ゆかた着用の方も、
ゆかた着用でない方でも、楽しんでもらえる内容になっております。
うめきた広場を訪れた方は、ぜひご参加ください。
【開催期間】２０１３年７月２０日（土）・２１日（日）
【開催時間】１８：００～２０：００

【開催会場】グランフロント大阪会場

【開催スケジュール】

※イメージ

第一部

１８：００～

誰もが知っている「ドンパン節」や、キッズに人気の曲で盆踊りを満喫！

第二部

１８：４５～

大阪の盆踊りの代名詞「河内おとこ節」や関西の定番「江州音頭」をはじめとする地域色溢れ
る演目でを満喫！この機会に大阪市北区の代表曲「北区いきいき音頭」を楽しみましょう！

第三部

１９：３０～

J-POP の名曲などを、簡単に覚えられる振り付けで踊ります。ひと味違った盆踊りを満喫！

※演歌歌手が、生歌で盆踊りの曲を歌い、より会場を盛り上げます！

◆ゆかたでおでかけすると梅田各所でサービスがいっぱい！
（２）ゆかた de おもてなし
梅田地区の各商業施設のショップスタッフやインフォメーションスタッフがゆかたを着用し、梅田にお越し頂いた皆様をお出迎え
します。普段とは一味違う梅田の街をお楽しみいただけます。
【開催期間】２０１３年７月２０日（土）・２１日（日）

【開催場所】梅田地区各所

【参加施設数】22 施設 ※店舗のみ参加施設含む （7 月 9 日時点） 【参加店舗数】60 店舗（7 月 9 日時点）
※梅田ロフト、アーバンテラス茶屋町、D.D.HOUSE、阪急三番街、グランフロント大阪、新梅田シティ・梅田スカイビル、ウェスティンホテル大阪、
EST、阪急ツーリストセンター大阪・梅田、HEP FIVE、大阪ステーションシティ、ルクア、JR 大阪三越伊勢丹、大丸梅田店、
ホテルグランヴィア大阪、エキマルシェ大阪、ALBi、ホワイティ梅田、ヒルトンプラザ EAST/WEST、ハービス PLAZA/PLAZA ENT、
大阪駅前第１ビル、ブリーゼブリーゼ

（３）ゆかた de おとく
ゆかたで来店されたお客様に割引やクーポンの発行、またはノベルティの提供を行います。
参加店舗の目印は、店頭のポスターとなります。
詳細は梅田コネクト WEB サイト（http://umeda-connect.jp）で公開しております。
【開催期間】

（プ レ 期

間） ２０１３年７月１３日（土）～１９日（金）

（本番開催期間） ２０１３年７月２０日（土）・２１日（日）
※店頭掲出ポスター

（継 続 期 間） ２０１３年７月２２日（月）～８月３１日（土）
※店舗により、実施期間が異なります。

【開催場所】梅田地区各所
【参加施設数】45 施設 ※店舗のみ参加施設含む （7 月 9 日時点）

【参加店舗数】408 店舗 （7 月 9 日時点）

※梅田ロフト、ホテル阪急インターナショナル、アーバンテラス茶屋町、チャスカ茶屋町、NU chayamachi、NU chayamachi+、茶屋町店舗、
阪急かっぱ横丁、D.D.HOUSE、梅田センタービル、阪急三番街、阪急梅田駅ナカ・駅チカ SHOP、大阪新阪急ホテル、グランフロント大阪、
新梅田シティ・梅田スカイビル、ウェスティンホテル大阪、EST、HEP FIVE、ナビオ ダイニング＆カフェ BIMI、阪急３２番街 空庭ダイニング、
阪急うめだ本店、TOTO DAIKEN YKK AP 大阪コラボレーションショールーム、コナミスポーツクラブ グランサイズ大阪、JR 大阪三越伊勢丹、
大阪ステーションシティ サウスゲートビルディング うまいものプラザ、大丸梅田店、ホテルグランヴィア大阪、エキマルシェ大阪、ALBi、
梅三小路、大阪富国生命ビル、ホワイティ梅田、阪神梅田駅、阪神梅田本店、E-ma、ヒルトンプラザ EAST/WEST、
ハービス PLAZA/PLAZA ENT、ハートンホテル西梅田、ホテルモントレ大阪、ディアモール大阪、大阪駅前第１ビル、ブリーゼブリーゼ、
ザ・リッツ・カールトン大阪、ドージマ地下センター、ホテル阪神

◆特設会場では、無料で楽しめるコンテンツが満載！
特設会場：グランフロント大阪会場/NU chayamachi 会場/ディアモール大阪会場/大阪ステーションシティ会場

（４）ゆかた de ラリー
４つの特設会場のスタンプを集めるスタンプラリーを行います。3 つ以上の特設会場のスタンプを集めると、賞品の抽選にご応
募いただけます。ゆかた着用の方だけがもらえる Special Stamp も用意しております。また、3 つ以上のスタンプを集めたお子様に
は、各会場先着 100 名様（各日）にお菓子をプレゼント致します。
【開催期間】２０１３年７月２０日（土）・２１日（日）

【開催時間】１１：００～２０：００

【プレゼント内容】

ゆかた着用者の方だけに当たる!豪華賞品!! ※４会場のスタンプ＋ゆかた着用者特典の Special Stamp が必要です。
・キヤノン コンパクトデジタルカメラ（IXY90F） ［１名様］

・伊勢丹 商品券 ３万円 ［１名様］

・大丸 商品券 ３万円 ［１名様］ ・阪急百貨店 商品券 ３万円 ［１名様］ ・阪神百貨店 商品券 ３万円 ［１名様］
・阪急阪神クーポン ３万円 ［１名様］ ・城崎温泉 ペア宿泊券（１泊２食付） ［ペア５組］
・ビルボードライブ大阪 鑑賞チケット（飲食代別途） ［ペア１組］

※その他、４ポイント、３ポイントのスタンプを集めた方にも、ご応募いただける賞品をご用意しております。

（５）ゆかた de ライブ＆ワークショップ
一般来街者が気軽に参加できるワークショップや、音楽ライブを開催致します。出演者もゆかたを着用してパフォーマンスを行
い、賑わい空間を創出いたします。
【開催期間】２０１３年７月２０日（土）・２１日（日）

【開催時間】１１：００～１8：００

【実施内容】 ※各特設会場により実施内容は異なります。
ライブ：

和太鼓演舞、ゴスペルライブ、吹奏楽、アイリッシュハーブ、ジャズ、琴、アンサンブル、アコースティック、
ゆかたコンテスト、ヘアメイクデモンストレーション、創作ダンス など

ワークショップ： エコうちわづくり、竹細工・べんがら絵付け体験／投扇興体験、飛び出すカードを作ろう！、
世界にひとつだけの香りを作ろう、和柄のハギレで携帯ストラップを作ろう！、
麻ヒモを使った夏のエココサージュ、パステルアートで夏の風物詩を描こう！、
手袋でかわいい“くじら”を作ろう！

（６）梅田打ち水大作戦
JR 大阪駅ホーム上のドーム屋根に降った雨水等を再生処理した中水を利用し、下記４会場で打ち水を実施いたします。
エコ活動を通した環境意識向上を目的に、梅田地区の各施設関係者や地域活動団体の方々、一般来街者の方々にもご協力
いただき、２日間で合計２，０００人の参加を目指します。
【開催期間】２０１３年７月２０日（土）・２１日（日）
【開催時間】１６：００～１７：００ ※１６：００から一斉打ち水を行います。
【開催会場】グランフロント大阪 うめきた広場/ NU chayamachi 東側/
梅田 DT タワー 東側/大阪ステーションシティ 南ゲート広場前
【特設会場】

グランフロント大阪
うめきた広場

NU chayamachi

ディアモール大阪
ファッショナブルストリート

大阪ステーションシティ
時空の広場

◆コンテンツの詳細は、公式 WEB サイト「UMEDA CONNECT」（ http://umeda-connect.jp/ ）でも

紹介しております。
◆スマートフォンアプリの「ｔａｂ」を利用し、「ゆかたｄｅおとく」の店舗紹介を行います。
イベント参加店舗の情報等を MAP でチェックでき、気になるお店や、スポットをスマートフォンアプリ「tab」で
クリップしておくと、スマートフォンの位置情報から、近くのおトクなお知らせが自動で届きます。
協力：頓智ドット株式会社
URL：http://special.tab.do/yukata ※スマートフォン（iPhone・Android）、パソコン対応

【イベントに関するお問合せ先】
梅田ゆかた祭 2013 実行委員会 事務局カクタス 担当：近藤
TEL：06-6533-2722 （平日 10：00～17：00） FAX：06-6533-3006 E-mail：yukatainfo@cactus7.co.jp

