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グランフロント大阪

グランフロント大阪５周年のクリスマスは、「sparkling（スパークリング）」がテーマ

「Grand Wish Christmas ２０１８」開催
２０１８年１１⽉８⽇（⽊）〜１２⽉２５⽇（⽕）/初⽇にツリー点灯式

スワロフスキーで輝くツリーと、金箔できらめくフードメニューが登場！
グランフロント大阪（大阪市北区大深町）は、「sparkling（スパークリング）」をテーマに、いままでこのまちで出会った
全ての人、これからこのまちで出会う全ての人に、5 年分の感謝の想いを込めた光輝くクリスマス「Grand Wish
Christmas 2018」を 11 月 8 日（木）から 12 月 25 日（火）まで開催します。

メインクリスマスツリー「Sparkling Ray」

金箔を使ったメニュー「Sparkling Christmas Menu」

グランフロント大阪の 5 周年を祝うクリスマスは、祝祭感のあるクリスタルや閃光をモチーフにし、まち全体をきらび
やかな光のアートで包み込みます。ナレッジプラザには、約 25,000 個のスワロフスキークリスタルで飾られた、高さ 8m
のメインクリスマスツリー「Sparkling Ray」が登場するほか、うめきた広場をはじめとする施設外周の樹木を彩る「シャ
ンパンゴールドイルミネーション」は、昨年に比べて約 1.5 倍に規模を拡大します。さらに、飲食店舗約 30 店舗が参加
する「Sparkling Christmas Menu」では、贅沢に金箔を使ったきらめくフードメニューが登場し、ラグジュアリーな時間を
演出します。そのほかイベントやキャンペーンなど盛りだくさんの内容で皆さまをお迎えし、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ます。

グランフロント大阪 「Grand Wish Christmas 2018」 開催概要
今年の「Grand Wish Christmas 2018」のテーマは「sparkling (スパークリング)」。
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「閃光」をモチーフとした、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や特別なフードメニューを実施します。また、例年ご好評をいただ
いている、うめきた広場をはじめとする施設外周の樹木を彩る「シャンパンゴールドイルミネーション」は、昨年に比べ
て約 1.5 倍に規模を拡大し、より華やかな輝きで皆さまをお迎えします。今年から追加された北館西側歩道部分（下図
の黄色部分）には、約 15 万球の LED 電球で装飾された 60 本以上の樹木が約 300m に渡って続き、重なりあってきら
めく光の粒が、ロマンチックな空間を演出します。
※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。

Sparkling Christmas Menu
金箔を使った、キラキラきらめくフードメニューが登場。約 30 店舗がそれぞれ特別なメニューを提供します。
詳細は 11 月上旬公開予定の特設ホームページをご覧ください。

▲ 南館 7F Italian Bar PIENO festa

▲ 南館 8F リュミエール大阪 KARATO

＜実施期間＞ 2018 年 11 月 21 日(水) ～2018 年 12 月 25 日(火)
＜参加店舗＞ 約 30 店舗が参加

▲ 南館 8F 日本料理 大坂ばさら

メインクリスマスツリー「Sparkling Ray」
強く美しい閃光をイメージしたメインクリスマスツ
リー「Sparkling Ray」がナレッジプラザに登場します。
天空から伸びる眩い光を思わせるクリスタルカラー
のラインが人と人、時や空間を結び、グランフロント
大阪の 5 周年を祝福し未来へと伸び行く光を表現し
ています。訪れる全ての人へ、特別な時間を届けま
す。
期間中、ツリーがピンク、パープル、ゴールド、ホ
ワイトの輝きに包まれ、光の花が咲く「ライティング
ショー」も開催します。
通常時のツリーイメージ

ライティングショー時のツリーイメージ

＜実施期間＞ 2018 年 11 月 8 日(木)～2018 年 12 月 25 日(火)

※ライティングショー：17:00～24:00

2018 年 11 月 8 日(木)17:30～18:00 に点灯式を開催します。
＜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さまざまなクリ
エイションを手掛ける。代表作として、日本橋「桜フェスティバル」、丸の内「Blooming
Anniversary～花で彩るクリスマス～」、グランフロント大阪「WINTER IN RED」、表参道イ
ルミネーション等の大型複合施設の冬期装飾・空間演出、店舗の内装、CI・グラフィック、
映像など多岐にわたる。
JACE イベントアワード最優秀賞経済産業大臣賞
フランス国民美術協会主催サロン展 2014 年金賞及び審査員賞金賞/DSA 優秀賞他
www.velveta.jp

「CHRISTMAS DESIGN AWARD 2018」受賞作品展示
グランフロント大阪は、5 周年イベント「OSAKA DESIGN FUTURE」で
イタリア・ミラノのデザインサイト「designboom（デザインブーム）」と連携
し、クリスマスをテーマとした国際デザインコンペティションを実施しまし
た。審査を経て決定した受賞作品をクリスマス装飾として展示します。

＜展示期間＞ 2018 年 11 月下旬～12 月 25 日(火)
＜展示場所＞ 北館 1F ナレッジプラザ
グランプリ 「Deer Forest Ⅱ」

シャンパンゴールドイルミネーション
JR 大阪駅前に広がる約 1ha におよぶ「うめきた広場」の周辺やけやき並木、北館西側歩道の樹木 158 本がシャン
パンゴールド色の LED 約 45 万球で上品に光り輝きます。

＜実施期間＞ 2018 年 11 月 8 日(木)～2019 年 2 月 24 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・北館西側歩道周辺樹木

158 本（昨年より 64 本増）

＜電 球 数＞ 約 45 万球（昨年より約 15 万球増）
＜カ ラ ー＞ シャンパンゴールド

過去実施の様子

シャドウグラフィック
うめきた広場の大階段にシャドウグラフィックが登場。暖かな階段の光が溢れ
る中に影絵が浮かび上がります。広場を行き交う人々に、大階段を見て楽しんで
いただけます。

＜実施期間＞ 2018 年 11 月 8 日(木)～2018 年 12 月 25 日(火)
＜開催場所＞ うめきた広場 大階段
過去実施の様子

TED HYBER Xmas Decoration

（テッドイベールクリスマスデコレーション）

フランス現代アート界の鬼才にして数々の受賞暦を持つファブリス・イベール氏の
作品、「TED HYBER（テッドイベール）」が、クリスマスらしくオシャレして皆さまをお
迎えします。

＜実施期間＞ 2018 年 11 月 8 日(木)～2018 年 12 月 25 日(火)
＜開催場所＞ うめきた広場 水景
実施イメージ

Grand Santa Bells
一般公募による来街者の皆さまとグランフロント大阪の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 1,000 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＞ 2018 年 12 月 9 日(日)10:00～12:00
＜開催場所＞ うめきた広場 大階段
＜料

金＞ 無料

＜申

込＞ 下記 URL か QR コードから、専用サイトにてお申込みください。
（～11 月 30 日(金)まで、定員 1,000 名）
URL：http://www.grandfront-osaka.jp/santabells_entry/

昨年の様子

イメージ

梅田巡回バス「うめぐるバス」特別ラッピング仕様
一般社団法人グランフロント大阪 TMO が主催し運行する「うめぐるバス」では、「Grand Wish Christmas 2018」にデ
ザインを合わせたラッピング装飾をし、梅田エリアのクリスマスを華やかに彩ります。

＜運行期間＞ 2018 年 11 月 8 日(木)～12 月 25 日（火）
＜運行区間＞ うめぐるバス運行区間内（梅田エリアを巡回）
＜主

催＞ 一般社団法人グランフロント大阪 TMO

※当該ラッピング車両は 3 台中 1 台のみとなり、
点検その他の事情により運行されない場合があります。
あらかじめご容赦ください。
写真は通常のバスです

スノードームファクトリー
グランフロント大阪ショップ＆レストラン各店舗にて、対象期間中、5,000 円以上（税込・合算可）お買い上げ・ご利用
いただいたお客様に、素材を選んで作るセミオーダーのスノードームをプレゼントします。

＜レシート対象期間＞ 2018 年 12 月 1 日（土）～12 月 25 日（火）
＜実施期間＞ 2018 年 12 月 10 日（月）～12 月 25 日（火）
＜開催場所＞ 南館 6F OSAMPO SPOT
※各日、先着 100 名様。無くなり次第終了となります。
※期間内のレシート合算可。実施場所にてレシートをご提示ください。

フラワースノードーム
グランフロント大阪ショップ＆レストランのフラワーショップ「les mille feuilles de liberte（レ ミルフォイユ ドゥ リベル
テ）」とコラボレーションしたフラワードームのフォトスポットが登場。

＜実施期間＞ 2018 年 12 月 10 日（月）～12 月 25 日（火）
＜開催場所＞ 南館 5F ウィッシュボーン

インターコンチネンタルホテル大阪「マジカルクリスマス～ミュージック＆フード～」
グランフロント大阪北館のインターコンチネンタルホテル大阪では、開
業 5 周年セレブレーションイベント第 5 弾として「マジカルクリスマス～ミ
ュージック＆フード～」をテーマに、「食」と「音楽」のハーモニーをフェス
ティブメニューやミニコンサートと共にお届けします。素敵なクリスマスを
館内でお過ごしください。
11 月 15 日（木）から 12 月 25 日（火）の期間、3m のシルバースパーク
リングを基調にし、ミュージックのオーナメントをちりばめた華やかなクリ
スマスツリーが、20F ロビーに登場します。

イメージ

Pierre クリスマススペシャル
3 年連続ミシュラン 1 つ星に輝くフレンチレストラン Pierre では、シグネチャーアイテムのオリーブ牛やトリュフ、キャビ
アを用いた贅沢なクリスマス特別コースをご用意。大切な人と過ごすクリスマスに是非ご利用ください。
レストラン ： 20F Pierre（ピエール）
期

間 ： 2018 年 12 月 21 日（金）～25 日（火）

※ランチは 12 月 22 日（土）より開始

その他レストランのクリスマスメニュー情報やミ ニ コ ン サ ー トの詳細など、
https://www.icosaka.com/5thanniversary_christmas2018/ まで。

ウメダ★アイスリンク つるんつるん supported by J:COM
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」が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 16 日（金）にはリンク開きのセレモニーを実施する予定です。
＜開催期間＞
2018 年 11 月 17 日(土)～2019 年 2 月 24 日(日)
※2019 年 1 月 1 日(火)は休業となります。
＜開催時間＞
平日

12:00～20:30

土日祝日 11:00～20:30
※12 月 25 日（火）～1 月 4 日（金）は土日祝日に準じる

昨年の写真に差替

※一部変更になる可能性あり
※最終入場は 20:00 まで
昨年の様子

＜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）

梅田スノーマンフェスティバル 2018
期間中、参加飲食店にてスノーマンをモチーフにした限定メニュー「スノーマンフード」を提供するほか、クリスマスに
ちなんだワークショップイベントなど、魅力的なコンテンツを開催します。
＜開催期間＞11 月 3 日（土）～12 月 25 日（火）
11 月 24 日（土）・25 日（日）にはワークショップも開催 13：00～18：00（内容により開催時間異なる）
＜開催場所＞北館 3F～5F イベントスペース
＜料

金＞有料（内容により一部無料）

イメージ

