
 

 

 

 

 

 

 先にご案内させていただきました「梅田スノーマンフェスティバル2013」につきまして、各プログラム

の詳細が別紙のとおり決定いたしましたのでご案内させていただきます。 

 過去最多の参加施設によるスノーマン装飾や、本物の雪が登場する「スノーランド」、今回が初となる

インタラクティブ技術を活用した参加型の「スノーマンライティング」、梅田の各所で開催されるワーク

ショップ、音楽イベントなど、梅田へお越しの方が見て・参加して楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

梅田の冬を是非お楽しみください！ 

 

◆「梅田スノーマンフェスティバル２０１３」開催概要 

  開催期間：２０１３年１１月２３日（土・祝）～１２月２５日（水） 

開催場所：梅田地区各所（イベントごとに異なります。） 

主  催：梅田スノーマンフェスティバル 2013 実行委員会（※１） 

※イベントの内容等につきましては、別紙をご参照下さい。 

 

梅田スノーマンフェスティバルは、一過性のイベントではなく、行政や民間事業者、 

地域活動団体、梅田を訪れる方々などと連携を深め、まちのポテンシャルの拡大・ 

深化を図り、継続的に取り組みを進めることで梅田地区の冬の風物詩となることを 

めざしています。 

 

※１．梅田スノーマンフェスティバル 2013実行委員会 

梅田地区エリアマネジメント実践連絡会（※２）、大阪ターミナルビル株式会社、大阪地下街株式会社、 

株式会社阪急阪神百貨店、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 

 

※２. 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） 

 

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 

 

〈イベントに関するお問い合わせ先〉 

  梅田スノーマンフェスティバル 2013 実行委員会事務局 （㈱カクタス内） 

 TEL：06-6533-2722 （平日 10：00～17：00）  ／ E-mail：snowman@umeda-connect.jp 

＜リリース第２弾＞ 

プログラムの詳細が決定！ 

「梅田スノーマンフェスティバル２０１３」 
本物の雪が登場します！ワークショップや音楽ライブなど、見て・参加できるコンテンツが盛りだくさん！ 

報道関係各位 
梅田スノーマンフェスティバル 2013 実行委員会 

2013 年 11 月 15 日 

http://umeda-connect.jp/
mailto:snowman@umeda-connect.jp


   

   

 
別紙 プログラム詳細 

１．「街中がスノーマン！」 

   梅田地区のいたるところに個性あふれるスノーマンが登場します。 

   「街中がスノーマン！」で登場したスノーマンの中から、お気に入りのスノーマンをお客様に投

票していただく『街中がスノーマン！総選挙２０１３』をＷＥＢサイト「ＵＭＥＤＡ ＣＯＮＮＥ

ＣＴ」上で開催し、投票いただいた方の中から抽選で「グランフロント大阪ショップ＆レストラン 

GFO OSAMPO CARD20,000 ポイント（２万円相当）をはじめ、豪華賞品をプレゼントします！ 

   ※投票には梅田スノーマンフェスティバル 2013 公式パンフレット・インフォメーションボードに記載してあるキ

ーワードの入力が必要です。 

   ※街中がスノーマンの WEB ページアドレス：http://umeda-connect.jp/special/vol12/senkyo.html 

 

 ＜参加施設一覧＞ 

1 ハートンホテル北梅田 23 大阪市交通局 45 大阪駅前第2ビル

2 MBS 24 阪急32番街 空庭ダイニング 46 大阪駅前第1ビル

3 ホテル阪急インターナショナル 25 阪急うめだ本店 47 ドーチカ（ドージマ地下センター）

4 梅田ロフト 26 阪急東通り第2商店街 48 西阪神桜橋商店会

5 アーバンテラス茶屋町 27 ホワイティうめだ 49 ハービスＰＬＡＺＡ/PLAZA ENT

6 宝塚大学 28 大阪富国生命ビル 50 ハートンホテル西梅田

7
チャスカ茶屋町
（MARUZEN＆ジュンク堂書店　梅田店）

29 梅田阪急ビル 51 ブリーゼブリーゼ

8 アルモニーアンブラッセ大阪 30 大阪ステーションシティ　時空の広場 52 ホテルモントレ大阪

9 NU chayamachi 31 大丸梅田店 53 毎日新聞ビル

10
ベルェベルビューティーコミュニケーション専
門学校/大阪ベルェベル美容専門学校

32
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 54 毎日インテシオ

11 D.D. HOUSE 33 エキマルシェ大阪 55 ラグザ大阪

12 芝田商店街 34 ホテルグランヴィア大阪 56 ホテル阪神

13 梅田センタービル 35 ALBi

14 阪急三番街 36 梅三小路 ◆グルメ展開

15 大阪新阪急ホテル 37 新阪急八番街 A
インターコンチネンタルホテル大阪
1F ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ「STRESSED（ストレス）」

16 ヨドバシ梅田 38 イーマ B
ウェスティンホテル大阪
ペストリーショップ「コンディ」

17 グランフロント大阪 39 阪神梅田本店 C
大阪ステーションシティ ５F 時空の広場

「バール・デルソーレ」

18 新梅田シティ 40
ガーデンアベニュー
（オオサカガーデンシティ）

D
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/粋花 ＫＹＫ

19 ウェスティンホテル大阪 41 ヒルトンプラザEAST/WEST E
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/天稟豊（テンピンホウ）」

20 EST 42 大阪マルビル

21 HEP　FIVE 43 ヒルトン大阪

22 ナビオダイニング＆カフェ　BIMI 44
ディアモール大阪/
ディアモールフィオレ  

＜賞品一覧＞ 

 
 

 

※赤字は今回新たに加わった施設 

http://umeda-connect.jp/special/vol12/senkyo.html


   

   

 
別紙 プログラム詳細 

２．「スノーマンパーク ～ミュージック＆ワークショップ～」 

   梅田スノーマンフェスティバル２０１３実施期間中の土曜・日曜・祝日に、梅田地区の１２か所

で音楽イベントやワークショップなど２００プログラムを開催します。スノーマンパーク初日とな

る１１月２３日（土・祝）にはオープニングイベントを、スノーマンパークの最終日となる１２月

２３日（月・祝）にはスノーマンパークのフィナーレイベントをグランフロント大阪うめきた広場

で開催し、ダンスやマーチングなどでスノーマンパークを盛り上げます。また、昨年に引き続き西

梅田スクエアでは、本物の雪と触れあうゾーンや、音楽やダンスパフォーマンスをお楽しみいただ

ける「スノーランド」を実施します。 

 

   ◆開催期間：１１月２３日（土・祝）～１２月２５日（水）の土・日・祝日 

   ◆開催時間：演目により異なります。 ※開催日・開催時間は変更される場合があります。 

   ◆開催会場：泉の広場 JR大阪駅・大阪ステーションシティ/5F時空（とき）の広場★ 

         大阪富国生命ビル B2F生命の森 

         グランフロント大阪★/うめきた広場、ナレッジプラザ 

         西梅田スクエア 阪急サン広場 ディアモール大阪/ファッショナブルストリート★ 

         NU chayamachi★ ハービス PLAZA/PLAZA ENT 阪急うめだ本店/祝祭広場 

         ヒルトンプラザ EAST/WEST （50音順） 

         ※★印のある会場には梅田スノーマンフェスティバル 2013のインフォーメションボードを設置し、

梅田スノーマンフェスティバルの実施概要をご紹介いたします。 

 



   

   

 
別紙 プログラム詳細 

 

   ◆主な出演者等：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSM ゴスペルアンサンブル 

 
早稲田摂陵高等学校ウィンドバンド 

 
日本センチュリー交響楽団 

 
梅花中学校・高等学校チアリーディング部 

レイダース 

 

ｿｳﾙｱﾝﾄﾞﾓｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ大阪 

 

 
 

 

 

avex artist academy 

 

SOULMATICS 

 
みつばち会吹奏楽団 

 

スノーランド（※イメージ） 



   

   

 
別紙 プログラム詳細 

３．「スノーマンラリー」 

梅田地区４８施設に設置されたラリーポイントで、各施設をイメージしたスタンプを集めていただ

くスタンプラリーを開催いたします。梅田地区を３つのエリアに分け、いずれかのエリアで 10 ポイ

ント獲得すれば応募可能となり、獲得したスタンプ数によって抽選で豪華賞品が当たります。また、

週末に開催する「スノーマンパーク」内では、５つのシークレットポイントを設置。WEB サイト

「UMEDA CONNECT」内の梅コネブログに出される情報を手掛かりに隠れた 5 ポイントと 3 エリ

ア各 10 ポイント・合計 35 個のスタンプを集めるとコンプリートとなります。 

◆開催期間：１１月２３日（土・祝）～１２月２５日（水）（応募期間は１２月２７日（金）まで） 

◆ラリーポイント設置場所：梅田地区の４８箇所の施設、スノーマンパーク会場 

※梅コネブログの WEB ページアドレス：http://umeda-connect.jp/blog/ 

 

＜参加施設一覧 （ラリー設置施設）＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜賞品一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://umeda-connect.jp/blog/


   

   

 
別紙 プログラム詳細 

４．「スノーマンフォトコンテスト」 

スノーマンをテーマとしたフォトコンテストを開催します。３つの応募部門のいずかれかより投稿

してください。入賞作品には豪華賞品をプレゼントいたします。 

   ※スノーマンフォトコンテストの WEB ページアドレス：http://umeda-connect.jp/special/vol12/photocon.html 

 

◆開催期間：１１月２３日（土・祝）～１２月２５日（水）（応募期間は１２月２７日（金）まで）

◆協力連携：キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

※昨年に引き続きご協力いただくキヤノンマーケティングジャパン株式会社では、写真撮影アドバ 

イスなどワークショップも開催します。 

◆応募方法：①応募条件（必須事項） 

        梅田の街にいるスノーマンが写っていること。 

      ②応募部門 

        ・お気に入りのスノーマン部門･･･スノーマン装飾を撮影した写真 

        ・大切な人とスノーマン部門･･･大切な人（家族、恋人、友人 etc）とスノーマン

を一緒に撮影した写真 

        ・アイディアスノーマン部門･･･遠近法等を使用してスノーマンを撮影したユニ

ークな写真 

      ③応募先 

        スノーマンフォトコンテストのＷＥＢページより、パソコンまたはスマートフォ

ンからご応募ください。 

      ④応募締切 

        ２０１３年１２月２７日（金） 

 

＜賞品一覧＞ 

 

 

http://umeda-connect.jp/special/vol12/photocon.html


   

   

 
別紙 プログラム詳細 

５．「スノーマンライティング」 

梅田スノーマンフェスティバル２０１３のメインコンテンツとなる光のイベントです。 

今回が初となるインタラクティブ技術を活用した参加型のライティングを実施します。グラン

フロント大阪うめきた広場にある２階建の建物、うめきたＳＨＩＰを船に見立てて、船上で音楽を奏

でるスノーマンたちといっしょに楽しむお客様参加型のライティングイベントです。うめきた広場に

設置された“ウッドベース”や“ピアノ”、“レーザーハープ”の楽器に触れると、スノーマンオー

ケストラが演奏を開始します 

 

◆開催期間：１２月１３日（金）～１２月２５日（水） 

◆開催時間：１８：００～２２：００ 

◆場  所：グランフロント大阪うめきた広場 

 

  【お楽しみポイント その１】 

楽器に触れると、その楽器を担当するスノーマンが 15ｍ×4ｍの大型映像で演奏を開始！また、う

めきたＳＨＩＰの壁面に設置されたＬＥＤライトも様々な色に変化。自分の動きに対応して変化する

音と映像と光を体験してみてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【お楽しみポイント その２】 

 参加者の数や楽器に触れた回数によって、船の行き先（背景）が変わります！ 

 

  【お楽しみポイント その３】 

 みんなの演奏が曲とうまく合うとサプライズ演出が！ 

 

  【お楽しみポイント その４】 スノーマンに願いを ～Wish for Snowman～ 

 グランフロント大阪のコンパスアプリから願いごとをつぶやくと、うめきたＳＨＩＰのスクリーン

に映し出されるよ！詳細は「梅田スノーマンフェスティバル２０１３」特設サイトにて発表予定！ 

※スノーマンライティングの WEB ページアドレス：http://umeda-connect.jp/special/vol12/lighting.html 

 

 

［ウッドベース］※イメージ 

 

［ピアノ］※イメージ 

 

［レーザーハープ］※イメージ 

http://umeda-connect.jp/special/vol12/lighting.html


   

   

 
別紙 プログラム詳細 

６．連携イベント 

 梅田の冬は楽しいイベントがまだまだ盛りだくさん！梅田スノーマンフェスティバル２０１３の

会場以外でも、連携イベントが多数繰り広げられます。 

  

  ◆主な連携イベント：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【みんなで体験しよう！防災ワークショップ】 

 開催日時：１１月２３日（土・祝）10:00～12:00、13:00～15:00 

      １１月２４日（日）10:00～12:00．13:00～15:00 

 開催場所：大阪市北消防署 

 開催概要：消防車･ミニ消防車に乗ってみよう！ 訓練塔でロープ登り体験をしよう！

水消火器で標的を狙おう！ AED について語ろう！ 

【メイク・エステ・ネイル体験】 

 開催日時：１１月２４日（日）13:00～16:00 

      １２月２３日（月・祝）11:00～16:00 

 開催場所：ベルェベルビューティコミュニケーション専門学校 

 開催概要：メイク・エステ・ネイルの無料施術サービスを実施。中学生以上は女性限

定。スノーマンのフェイスペイントや、ネイルアートも施術します。 

【“遊び・学びの見本市”総合フェスタ２０１３】 

 開催日時：１１月２３日（土）10:00～16:00 

 開催場所：大阪駅前第２ビル ５F 大阪市立総合生涯学習センター 

 開催概要：「OSAKA～地域でつながる～」をテーマに体験教室やフリーマーケットな

ど約 90 のブースが出展する、みんなが楽しめる“学び”のお祭りです。会

場にはスノーマンも隠れています。 

【スノーマントリックアートで写真を撮ろう！】 

 開催日時：１２月５日（木）～１２月２５日（水） 

平日（月～金）12:00～19:00 土日祝 12:00～17:00 

 開催場所：ドーチカ（ドージマ地下センター） 

 開催概要：トリックアートで描かれたスリルある風景にあなたも参加して、バランス

をとりながらロープを渡っているようにみえる写真を撮ろう！ 

【スノーマンバージョンのうめぐるバスが登場！】 

実施時期：１１月１５日（金）～１２月２５日（水） 

運行時間：10:00～21:00 

バスの運行に関する問合せ先： 

阪急バス豊中営業所（06-6866-3145） 

※運行情報等は下記 URL をご覧ください 

http://bus.hankyu.co.jp/rosen/umegle.pdf 

  

http://bus.hankyu.co.jp/rosen/umegle.pdf


   

   

 
別紙 プログラム詳細 

７．「スノーマンライティング点灯式」のご案内 

 スノーマンライティングの初日となる１２月１３日（金）には、主催者代表が一堂に会して点灯式

を行います。 

 

◆「スノーマンライティング点灯式」実施概要 

   開催日時：２０１３年１２月１３日（金）１７：００～１７：３０ ※予定 

   開催場所：グランフロント大阪  うめきた広場 

   実施内容： 

 

 

 

 

 

 出 席 者： 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３弾リリースは１２/６（金）予定 

スノーマンライティング点灯式の詳細を発表します！ 

○主催者（梅田スノーマンフェスティバル 2013実行委員会）出席者  ※順不同 

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 

大阪ターミナルビル株式会社 

大阪地下街株式会社 

株式会社阪急阪神百貨店 

真鍋 精志 

能上 尚久 

藤原 崇起 

林 総一郎 

西川 直輝 

高橋 秀一郎 

椙岡 俊一 

代表取締役社長 

常務取締役 不動産事業本部長 

代表取締役社長 

代表理事 

代表取締役社長 

代表取締役社長 

代表取締役会長 

○ご来賓 

※現在、調整中 

主催者紹介及びご来賓ご紹介 

主催者代表挨拶 

ご来賓様ご挨拶 

インタラクティブ楽器除幕及び点灯式 

主催者等によるデモンストレーション実施 

一般来街者へご案内 


