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グランフロント大阪

赤一色に染まるグランフロント大阪５回目のクリスマス

『GRAND WISH CHRISTMAS ２０１７』
WINTER IN RED (ウィンターインレッド)
２０１７年１１月 9 日（木）～１２月２５日（月）開催
グランフロント大阪（大阪市北区大深町）は、「WINTER IN RED （ウィンターインレッド）」をテーマに、まちに訪れる
人々の願いや思い、夢が集まり、紡ぐ『GRAND WISH CHRISTMAS 2017』を 11 月 9 日（木）から 12 月 25 日（月）まで
開催いたします。
5 回目という節目を迎えるグランフロント大阪のクリスマス、今年は「赤」をテーマにまち全体をクリスマスらしい華や
かなムードで盛り上げます。クリスマスカラーで良
くイメージされる「赤」は一般に「クリスマス・レッド」
と呼ばれ、その由来はキリストが生まれた時に
次々と実を結んだ林檎の実やヒイラギの実、サン
タクロースや妖精ニッセの帽子の色にちなんでい
ます。そんなクリスマスの根源的な色にフォーカ
スして、メインツリーをはじめ、館内各所を赤く彩
ります。その他にも「赤」をテーマにしたイベントキ
ャンペーンや、サービスなど多数実施し、いつ来
ても、何度来ても新しい出会いがある、グランフロ
ント大阪ならではのクリスマス体験を提供してま
いります。
メインクリスマスツリー 【ナレッジプラザ】

※11 月 8 日(水)に点灯式を開催予定です。詳細は 10 月にご案内申し上げます。

グランフロント大阪 『GRAND WISH CHRISTMAS 2017』 開催概要
今年の『GRAND WISH CHRISTMAS 2017』のテーマは「WINTER IN RED (ウィンターインレッド)」
。
開催期間中、うめきた広場とナレッジプラザをはじめとした館内各所に「赤」をテーマとした、象徴的なクリ
スマスツリー、クリスマスオブジェ、ライトアップなどの装飾が施されます。また、うめきた広場を取り囲む
樹木やけやき並木は例年同様「シャンパンゴールドイルミネーション」で彩られ、グランフロント大阪ならで
はのクリスマスを演出します。
※以下の内容は現在計画中のもので、一部予定が変更になる可能性があります。

シャンパンゴールドイルミネーション
昨年に引き続き、恒例の JR 大阪駅前に広がる約 1ha におよぶ「うめきた広場」の周辺、けやき並木」の樹木約 95 本
がシャンパンゴールド色の LED 約 30 万球で上品に光り輝きます。

＜実施期間＞

2017 年 11 月 9 日(木)～2018 年 3 月 4 日(日)

＜点灯時間＞

毎日 17:00～24:00

＜開催場所＞

うめきた広場・けやき並木周辺樹木

＜電球数・カラー＞

約 30 万球

約 95 本

シャンパンゴールド(LED※特注品)

メインクリスマスツリー『Red Rose Blossom』 【ナレッジプラザ】
これまで誰も見たことがない、赤いバラで彩られた印象的なクリスマスツリー『Red Rose Blossom』がナレッジプラザに
登場します。愛や寛大さを表す「赤」と情熱を意味する「バラ」、2 つの意味を大きなひとつのツリーにより表現し、見る
人すべてを大きな愛に包み、幸せな気持ちにします。
期間中、昨年大変好評を得ましたライティングショーも開催を予定しております。
デザイン、演出は昨年に続き、空間デザイナー長谷川喜美氏が手掛けます。

＜実施期間＞

2017 年 11 月 9 日(木)～12 月 25 日(月)

＜開催場所＞

北館 1F ナレッジプラザ

＜デザイン/演出＞
長谷川喜美氏

ベルベッタ・デザイン代表。
「空気をデザインする」をテーマに空間に関わる様々なク
リエイションを手掛ける。
近年の代表作として、東京ドームシティ「恋するイタリア」、
グランフロント大阪「GRAND WISH CHRISTMAS」、日本橋
桜フェスティバルなど。その実績は大型複合施設の冬季装
飾／空間演出、店舗の内装、CI／グラフィックデザイン、映
像演出多岐に渡る。
フランス国民美術協会（S.N.B.A.）主催サロン展 2014 年金
賞／審査員賞金賞。DSA 日本空間デザイン賞。
第 3 回 JACE イベントアワード最優秀賞 経済産業大臣
賞。デザインアソシエーション NPO 理事。www.velveta.jp
グランフロント大阪「GRAND WISH CHRISTMAS」
(2016 年)

Red Lighting
ライティングによりグランフロント大阪の各所が
今年のテーマ「赤」に染まります。
普段とは違う「まち」の顔をライティングで表現します。

＜開催場所（予定）＞
うめきた SHIＰ／南館９階上部／タワーＡクラウン
ＷＩＳＨ ＢＯＮＥ／南館南東角壁面

実施イメージ（実施場所は変更となる可能性がございます）

水景イルミネーション 『Red Heart Gift』 【うめきた広場】
うめきた広場には、恒例のシャンパンゴールドのイルミネーションに加えて、水辺に赤いバラとギフトボッ
クスのイメージをグランフロント大阪全体に拡げる『Red Heart Gift』が登場。水面に浮かぶ赤いバラでできた
ハート入りの可愛らしいギフトボックス型イルミネーションが幻想的な光で皆様をお出迎えします。

Red Heart Gift

場所：うめきた広場

ウメダ★アイスリンク つるんつるん supported by J:COM 【うめきた広場】
ファミリーやカップルでお楽しみいただける冬の風物詩「特設アイススケートリンク」今年もうめきた広場に登場します。
冬休みやクリスマス、年末年始、バレンタインなど冬のシーンを『ウメダ★アイスリンク つるんつるん』でお楽しみくだ
さい。
また、11 月 17 日（金）にはリンク開きセレモニーを実施する予定です。

＜開催期間＞
2017 年 11 月 18 日(土)
～2018 年 3 月 4 日(日) ※106 日間
※2018 年 1 月 1 日(月)は休業となります。
＜開催時間＞
平日

12:00～20:30

土日祝日 11:00～20:00
※12 月 25 日～1 月 9 日は土日祝日に準じる
※一部変更になる可能性あり
※最終入場は 20:00 まで
＜開催場所＞ うめきた広場
＜料金＞ 大人 1,500 円 大学生 1,300 円
高校生 1,200 円 中学生以下 1,000 円
※エリア入場料・貸靴料・税込
＜主催＞ MBS、加藤商会
＜後援＞ FM802
＜特別協賛＞ J:COM
＜特別協力＞ グランフロント大阪
＜問合せ先＞ キョードーインフォメーション 0570-200-888（10:00～18:00）

Grand Santa Bells
一般公募による市民の皆様とグランフロント大阪従業員がサンタクロースに変身しハンドベルを持って
階段に整列。世界最大規模となる約 700 人での壮大なハンドベル演奏（※）に挑戦します。
※イングリッシュハンドベルではなく、日本発祥のミュージックベルでの演奏を予定

＜開催日時＞
2017 年 12 月 17 日(日)

＜開催場所＞
グランフロント大阪
大階段
※イメージ

※参考 PEOPLE’S TREE （2013～2016 年）

第２回 Christmas Gardening Show
昨年に続きクリスマスをテーマとした第 2 回ガーデニングコンテストを開催。
花と緑に溢れた都市でのライフスタイルを提案すると共にガーデニング技術の向上、人材育成を図り、
新たな文化・情報を発信致します。

＜作品展示会場＞

グランフロント大阪 うめきた広場周辺にて入賞 5 作品を展示（予定）

＜展示期間＞

2017 年 12 月 10 日(日)〜12 月 25 日(月) ※変更となる場合がございます。

＜主催＞

一般社団法人グランフロント大阪 TMO

＜テーマ＞

「クリスマス・レッド・ガーデン」
クリスマスを象徴する赤色にあふれた華やかで光り輝くガーデニングデザインを募集

＜賞 金＞

大賞 100 万円

＜応募資格＞

個人、団体、企業、学校、プロ、アマチュア

＜応募期間＞

2017 年 10 月 10 日（火）まで

第１回受賞作品
最優秀賞：涼樹園様
優秀賞：井畑造園土木様/ Garden
Factory 創都様 /
阪神園芸様 / 樋口用樹園様

