２０１６年１０月２６日
報道関係者各位
グランフロント大阪

館内各所に“花”が咲き誇る

グランフロント大阪４年目のクリスマス

『GRAND WISH CHRISTMAS 2016』
11 月 10 日(木)～12 月 25 日(日)
食べられる花「エディブルフラワー」を使った限定メニューも続々！
グランフロント大阪（大阪市北区大深町）は、
「Winter in Blossom(ウィンター イン ブロッサム)」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 2016』を
11 月 10 日(木)から 12 月 25 日(日)まで開催いたします。
メインクリスマスツリー「Timeless Blossom」を中心に、館内各所には色鮮やかな花々とイルミネー
ションが彩り、たくさんのフォトスポットが出現。イベントキャンペーンや、限定メニューサービスな
ど多数実施し、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。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を演出します。
『GRAND WISH CHRISTMAS 2016』開催概要
※開催場所・期間などの詳細は次頁
【グルメ・サービス】
・エディブルフラワー
Umekiki 美しい花を食べ比べて愉しむ 46 日間
・ラッピングサービス
【イベント・キャンペーン】
・梅田スノーマンフェスティバル 2016
・SMILE SANTA PEOPLE’S TREE 2016
・ウメダ☆アイスリンク 氷 de つるんつるん
・フラワープレゼントキャンペーン
・梅田巡回バス「うめぐるバス」特別ラッピング仕様
【イルミネーション・フォトスポット】
・シャンパンゴールドイルミネーション
・メインクリスマスツリー「Timeless Blossom」
・水景の球状イルミネーション「Floating Blossom」
・
「Cinderella-Time」-フラワードレス
・
「Table」-テーブル・ガーデン
・
「Snowman」
・Christmas Gardening Show
・A Winter Wonderland
・シャドウグラフィック

▲ 上）通常時 下）ライトアップショー時
北館１F ナレッジプラザ
メインクリスマスツリー「Timeless Blossom」
11 月 9 日（水）に点灯式を開催予定。（別途ご案内予定）
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グルメ ・ サービス
エディブルフラワー Umekiki 美しい花を食べ比べて愉しむ 46 日間
グランフロント大阪 ショップ＆レストランの 27 店舗のシェフが、色とりど
りのエディブルフラワーを、華やかな一皿に生まれ変わらせます。前菜からメ
イン、デザート、ドリンクなど、あらゆるシーンで食材としての花を愉しみ、
またその魅力を学びながらおいしく味わうことができます。
＜開催期間＞
2016 年 11 月 10 日(木) ～12 月 25 日(日)
＜メニューの一例＞
南館 8F 現代風野菜フレンチ

「リュミエール大阪 KARATO」

「野菜の遊園地」
※ランチとディナー 各コースの 1 皿として
※ディナーはアラカルトでも注文可能
リュミエールのスペシャリテ‘野菜の遊園地’のエディブルフラワーバー
ジョン。20 種以上の野菜を丁寧に仕上げ、それぞれの特性を活かした食感
を引き立てる一皿の中で、花の彩りと独特の食感をプラス。

南館 7F イタリア料理「Donnagolosi」
「カッサータ・フィオレッロ」

(1,058 円

ディナーのみ)

イタリアのクリスマス定番ドルチェを花でアレンジ。色々なナッツ、チョ
コ、ドライフルーツ、リコッタチーズ、生クリームをセミフレッドで。タ
ルト生地とカカオパウダーを土に見立て、花を散りばめ、春を待つ冬の庭
を表現。

うめきた広場 B1F

カフェ 24/7 cafe apartment

「若鶏のきのこ味噌クリーム煮」（1,706 円）
若鶏のモモ肉と３種のきのこを白味噌のクリームソースで煮込んだ一品
は、黒米、餅米、玄米をブレンドしたご飯とも相性ぴったり。クリームソ
ースの白いキャンバスに絵をかくようにナスタチウムとデンファレの花び
らを散らしました。

※金額は全て税込表記です。
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＜参加店舗＞（全 27 店舗）
・うめきた広場 B1F
24/7 cafe apartment / La Terrasse Café et dessert / ﾜｲﾝｼｮｯﾌﾟ･ｴﾉﾃｶ/ｶﾌｪ&ﾊﾞｰｴﾉﾃｶ･ﾐﾚ
DEAN & DELUCA / CRÊPERIE Le Beurre Noisette / ばさら 梅々庵 / 浅草 キッチン大宮 DELI
Caffarel / BAR & GELATERIA RAFFINATO
・うめきた広場 1F
GARB MONAQUE
・南館１F
SOSH THE MARKET BAR
・南館 7F
～
Donnagolosi / 浅草 キッチン大宮 / Italian Bar PIENO festa / Bar Espanol LA BODEGA
博多漁家 磯貝 / 琉球料理･南洋名物海鮮 首里古酒倶楽部
福太郎 / 大坂おでん 焼とん 久 / Tana La Terrazza / 海老れんこん / 和食 たちばな
BISTRO & CREPERIE Pan de mère
・南館 8F
リュミエール大阪 KARATO / 日本料理 大坂ばさら

/ 産直素材&ワイン CIAO NATURE

・北館 1F
IL GHIOTTONE di piu'

ラッピングサービス【南館 4F 中央エスカレータ横】
毎年恒例のサービスとして、グランフロント大阪ショップ＆レストランで対象期間中に、クリスマスギフトをご購
入いただいた各日先着 250 名様に無料でラッピングデコレーターによるラッピングサービスをおこないます。また、
サービスご利用のお客様には素敵なメッセージカードをもれなくプレゼントします。
＜対象期間＞
2016 年 12 月 17 日（土）～25 日（日） ※9 日間
11：00～19：30
＜受付数＞
各日 先着 250 名
＜受付場所＞
グランフロント大阪 南館 4F 中央エスカレータ横
※対象店舗は下記 URL よりご確認下さい。
http://www.gfo-sc.jp/
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イベント ・ キャンペーン
SMILE SANTA PEOPLE’S TREE 2016 【うめきた広場 大階段】
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、赤・緑のパネル
で作り上げる高さ約 23ｍ、幅約 13ｍの「ピープルツリー」が今年も登場します。
＜開催日時＞
2016 年 12 月 17 日(土) 11:00～11：30
＜開催場所＞
グランフロント大阪うめきた広場 大階段

昨年の様子

梅田スノーマンフェスティバル 2016
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 社で構成する「梅田地区エリアマネジメント実践連絡会」は梅田の街中がスノーマンであ
ふれるイベント、
「梅田スノーマンフェスティバル 2016」
（11 月 26 日（土）～12 月 25 日（日）
）を開催
します。7 回目となる今回もグランフロント大阪会場では様々なスノーマンが登場します。
グランフロント大阪会場では、けやき並木の公道部分がイルミネーションで彩られるほか、うめきた
セラーなどで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、また北館ナレッジプラザで
はスノーマンにちなんだオーナメントづくりワークショップなど、魅力的なコンテンツを開催致します。
-梅田スノーマンフェスティバル 2016 概要＜主催＞

梅田スノーマンフェスティバル 2016 実行委員会

＜開催期間＞ 2016 年 11 月 26 日（土）～12 月 25 日（日）
■ スノーマンパーク ワークショップ
＜開催日時＞ 2016 年 12 月 17 日（土）～18 日（日） 13：00～18：00
＜開催場所＞ 北館 2F～5F イベントスペース
＜料金＞

写真はイメージです

無料（内容により一部有料）

※詳細は 11 月中旬頃公開予定の梅田スノーマンフェスティバル HP にてご確認下さい。
（
「梅田スノーマンフェスティバル」で検索）
」
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ウメダ☆アイスリンク

氷 de つるんつるん 【うめきた広場】

ファミリーやカップル、職場の仲間で楽しんでいただける冬の風物詩「特設スケートリンク」は今年
から、本格的アイスリンクに生まれ変わります。冬休みやクリスマス、年末年始、バレンタインなどの
冬のシーンを『ウメダ☆アイスリンク 氷 de つるんつるん』でお楽しみください。
＜開催期間＞ 2016 年 11 月 26 日(土) ～2017 年 2 月 18 日(土)
※2017 年 1 月 1 日(日)は休業となります。
＜開催時間＞

※一部変更になる可能性がございます。

平日

12:00～20:30

※最終入場は 20:00

土日祝および 12 月 23 日（祝）～1 月 9 日（祝）
11:00～20:30

※最終入場は 20:00

12 月 17 日（土）は 13:00～20:30
＜開催場所＞うめきた広場
＜料金＞ 大人 1500 円、大学生 1300 円
高校生 1200 円、
中学生・小学生以下 1000 円
（貸靴料・消費税込）
＜主催＞ MBS、加藤商会
＜チケット発売日＞10 月 29 日（土）予定
＜チケット発売場所＞ぴあ、ローソンチケット、
イープラスほか
＜後援＞ FM802
＜特別協力＞ グランフロント大阪
＜本件に関する一般の方のお問い合わせ先＞キョードーインフォメーション 0570-200-888（10:00～18:00）
※11 月 25 日（金）リンク開きイベントマスコミ取材会を予定しております

フラワープレゼントキャンペーン 【北館 1F ナレッジプラザ特設ブース】
グランフロント大阪ショップ＆レストラン店舗にて、5,000 円以上（税込・合算可）お買い上げ・ご利
用のレシートを特設ブースにおいてご提示いただいた方に、南館 B1F のフラワーショップ「les mille
feuilles de liberte」オリジナルフラワーを各日先着 150 名様にプレゼントします。
＜開催期間＞
2016 年 12 月 19 日（月）～25 日（日）
※レシートは 2016 年 12 月 5 日（月）～25 日（日）日付のもののみ有効
＜受付数＞

各日先着 150 名

＜開催場所＞ 北館 1F ナレッジプラザ特設ブース
※対象店舗は下記 URL よりご確認下さい。
http://www.gfo-sc.jp/
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梅田巡回バス「うめぐるバス」特別ラッピング仕様で登場！
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 CRISTMAS
2016 にデザインを合わせたラッピング装飾をします。運行主体である阪急バス株式会社の全面協力の
下、梅田エリアのクリスマスを華やかに彩ります。
＜運行期間＞
2016 年 11 月 10 日(木)～12 月 25 日（日）
＜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
＜特別協力＞阪急バス株式会社
※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。

写真は通常のうめぐるバス

あらかじめご容赦ください。

イルミネーション ・ フォトスポット
■ 全体概要
今 年の『GRAND WISH CHRISTMAS 2016 』の テー マは“ Winter in Blossom (ウ ィンタ ー イン
ブロッサム)”。開催期間中、うめきた広場と北館 1F のナレッジプラザをはじめとした館内各所におい
て、イルミネーションや象徴的なクリスマスツリー、クリスマス オブジェなど色とりどりの花々に包
まれた装飾が施される他、うめきた広場を取り囲む樹木やけやき並木がシャンパンゴールドに彩られ、
多くのお客様にお楽しみいただける内容となっております。
※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。
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『シャンパンゴールドイルミネーション』 【うめきた広場・けやき並木】
昨年に引き続き、JR 大阪駅前の約１ha におよぶ「うめきた広場」を取り囲む樹木のほか、今年は
「けやき並木３６本（約７万球）
」も含め、合計約９５本の樹木がシャンパンゴールド色の LED 約３０万
球で照らされ、光り輝きます。また、一般普及品に比べ１球あたりの消費電力を約５０％抑えた「エコ
イルミネーション」を使用し、エネルギー使用量の効率化を実現しています。
＜実施期間＞
2016 年 11 月 10 日(木)
～2017 年 2 月 19 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
約 95 本
＜電球数・カラー＞
約 30 万球 シャンパンゴールド(LED)

メインクリスマスツリー『Timeless Blossom』 【北館 1F ナレッジプラザ】
フラワーアーティスト・plantica 木村貴史氏と、デザイナー長谷川喜美氏とのコラボレーションに
より実現した、時間と共に彩りを変え、咲き乱れる、永遠の華をモチーフにした真白い華からなる８ｍ
のメインクリスマスツリー「Timeless Blossom」がナレッジプラザに登場します。更に期間中 17:00～23:00
にはツリーが様々な色に変化するライティングショーも開催します。
＜開催期間＞

2016 年 11 月 10 日(木)～12 月 25 日(日) 17:00～23:00 15 分毎にライティングショーを実施

＜開催場所＞

北館 1F ナレッジプラザ

＜ライティングショーのイメージ＞
オレンジ、パープル、ブルー、ホワイト、と華やかに光が移り変わります。
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水景の球状イルミネーション 『Floating Blossom』 【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、水辺に様々な彩りをそ
え、輝きを放つ華が浮かぶ『Floating Blossom』が登場。水面に浮かぶ球状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。
＜開催期間＞
2016 年 11 月 10 日(木)～12 月 25 日(日)
＜開催場所＞
うめきた広場

『Cinderella-Time』-フラワードレス 【けやき並木ショーウインドウ】
まるでシンデレラのような花で埋め尽くされたドレス。11 月 9 日（水）に実施予定のメインクリスマ
スツリー点灯式にて、特別ゲストが着用したものを展示します。
＜開催期間＞
2016 年 11 月 10 日(木) ～12 月 25 日(日)
＜開催場所＞
けやき並木 ショーウインドウ

『Table』-テーブルガーデン 【北館 1F art-berg do 店舗前】
クリスマスをイメージしたミニガーデンがテーブルの上に出現します。花で作られたかわいいフレー
ムが、フォトスポットとしてもぴったりです。
＜開催期間＞
2016 年 11 月 10 日(木) ～12 月 25 日(日)
＜開催場所＞
画像は差替えます

北館１F art-berg do 前
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『Snowman』 【北館 5F ボーズ・ダイレクトストア前】
「梅田スノーマンフェスティバル 2016」の一貫と連動し、グランフロント大阪のクリスマステーマ
「Winter in Blossom」にちなんだ花で埋め尽くされたスノーマンが、クリスマスらしい華やかな雰囲気を
盛り上げます。
＜開催期間＞
2016 年 11 月 10 日(木) ～12 月 25 日(日)
＜開催場所＞
北館 5F ボーズ・ダイレクトストア 前

Christmas Gardening Show 【うめきた広場 せせらぎの道】
クリスマスをテーマにしたガーデニングコンテストを開催、入賞した 5 作品を展示します。
＜開催期間＞
2016 年 12 月 1 日(木) ～12 月 25 日(日)
＜開催場所＞
うめきた広場 せせらぎの道 付近

写真はイメージです

A Winter Wonderland 【南館 7F

Donnagolosi・手打ちそば石月前】

グランフロント大阪の南館 B1F のフラワーショップ「les mille feuilles de liberte」による、特別
なフォトスポット。
「雪が降った朝のわくわくした気持ちのようにみんなが笑顔になれますように」との
願いをこめて、
「あなたの幸せを祈る」という花言葉を持つ真っ白なポインセチアの花を飾ります。
＜開催期間＞
2016 年 11 月 10 日(木) ～12 月 25 日(日)
＜開催場所＞
南館 7F Donnagolosi・手打ちそば石月 前

シャドウグラフィック 【うめきた広場大階段】
広場の大階段に大きな雪だるまとハートマークのシャドウ
グラフィックが登場。一緒にオモシロ写真が撮影できます。
＜開催期間＞
2016 年 11 月 10 日(木) ～12 月 25 日(日)
＜開催場所＞
うめきた広場 大階段
昨年の様子
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