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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、まちを訪

れる人々の願いや思い、夢が集まり、紡ぐ『GRAND WISH CHRISTMAS 2017』を 2017 年 11 月 9 日（木）から 12

月 25 日（月）までの期間開催いたします。 

本年は、U2 のボノとボビー・シュライバーによって設立されたエイズの流行終結のための意識啓発と資金調

達を行うエイズ対策組織、(RED)とのコラボレーションを実現いたしました。ギフトラッピングサービスや限定メニ

ュー等、特別プログラムを用意しその注文数などに応じて、（RED）を通じてサハラ以南のアフリカにてエイズ

/HIV 対策プログラムを支援する「グローバルファンド」に募金いたします。(RED)の商業施設業態とのコラボレー

ションは日本初の試みとなります。 

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、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。 

11 月 8 日(水)にオープニングパーティ（（RED）チャリティーオークション、メインクリスマスツリー『Red Rose 

Blossom』点灯式含）の開催を予定しております。是非ともご取材ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※国内商業施設での実績

グランフロント大阪 5 回目のクリスマスでは、日本で初めて※ 

世界的チャリティー団体（RED）とのコラボレーション実現

『GRAND WISH CHRISTMAS 2017』 WINTER IN RED  

館内各所に赤で表現したグルメやフォトスポットが続々登場！ 

２０１７年１１月９日（木）～１２月２５日（月）開催 



 

 

グランフロント大阪は社会貢献活動の一環としてエイズ/HIV に感染した母親や乳児の命を救う医薬提供に向け

た重要な資金を調達する(RED)とコラボレーションを行います。（RED）ギフトラッピング受付数・飲食店での（RED）

スペシャルメニュー注文数に応じてグランフロント大阪が（RED）へ寄付！美しいだけでなく、社会に貢献も出来

る新しい形のクリスマスプロモーションを実施。コラボレーション商品を WEB やリーフレット等で紹介するとともに、

(RED)の活動を紹介、PR 等にもつなげていきます。 

 

(RED)とは 

(RED)は 2006 年、企業や人々にエイズの流行終結に向けた闘いへの参加を促すために創設されました。(RED)

は、世界で最もアイコニックなブランドと提携し、(RED)ブランドの商品やサービスから得た収益の一部を「世界エ

イズ・結核・マラリア対策基金（グローバルファンド）」に寄付しています。 (RED)のプラウドパートナーには、Apple、

Bank of America、Beats by Dr. Dre、Belvedere、Claro、The Coca-Cola Company、MCM、Salesforce、SAP、 

Starbucks、Telcel が含まれます。(RED)のスペシャルエディションパートナーには、 aden+anais、Alessi、ALEX 

AND ANI、Andaz、Bombas、Fatboy USA、Fully、Girl Skateboards、Le Creuset、Nickelodeon、Mophie、S'well and 

Vespa が含まれます。 

 

今日まで(RED)は、エイズ・結核・マラリアと闘うグローバルファンドに 4 億 7,500 万ドルを集め、ガーナ、ケニア、

レソト、ルワンダ、南アフリカ、スワジランド、タンザニア、ザンビアの AIDS/ HIV 援助資金をサポートしています。

(RED)の運営費や間接経費が差し引かれることなく、その全額が現地での作業に拠出されます。(RED)がサポー

トするグローバルファンドはこれまで 9,000 万人以上に対し、予防、治療、カウンセリング、HIV 検査、看護サービ

スを提供してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（RED）コラボレーション概要 



 

 

世界的チャリティーキャンペーンの(RED)とのコラボレーションを記念し、「赤」をドレスコードとしたキリン、メルセ

デス・ベンツ、サンスターライン、インターコンチネンタルホテル大阪協賛のオープニングパーティを11月8日に開

催いたします。パーティ内では、点灯式や(RED)へのチャリティーオークション等を行います。 

＜開催日時＞ 2017 年 11 月 8 日（水） 17：30〜19：30  17：00 受付開始 ※招待者のみ入場可 

＜開催場所＞ グランフロント大阪 北館ナレッジプラザ 

＜主催＞ グランフロント大阪 

＜協賛＞ キリン／メルセデス・ベンツ／パンスターグループ 

       インターコンチネンタルホテル大阪 

＜式次第＞  

・主催挨拶 

・代表者の乾杯 

・点灯式 

・キリンの飲料をはじめとした飲食のご提供。 

・(RED)チャリティーオークションの開催。 

・ノベリティープレゼント 

※オープニングパーティのご取材は、別途 10 月末頃にご案内をさせていただきます。 

 

 

 

期間中にショップ＆レストラン各店にて商品をご購入頂いた方を対象に、

（RED）ラッピングサービスを数量限定にて実施します。ラッピングサー

ビスを受けて頂いた数に応じて特定金額が（RED）のエイズ流行終結の

ための活動に向けられます。ラッピングは、グランフロント大阪×（RED）

のロゴをあしらったオリジナルのデザインとなります。 

＜開催日時＞ 2017 年 12 月 16 日（土）～24 日（日）  

11:00〜19:30※引き渡しは 20：30 予定 

＜開催場所＞ 南館 3F 北側特設スペース 

 

 

 

グランフロント大阪 ショップ＆レストランのシェフが（RED）スペシャルメ

ニューを期間限定で提供いたします。対象メニューのご注文数に応じて

（RED）を通じて募金いたします。赤い食材を使用した様々な（RED）メニ

ューが提供される予定です。 

＜開催期間＞ 2017 年 12 月１日（金）～25 日（月） 

＜参加店舗＞ 未定 ※11 月下旬にホームページにて公開予定 

上記あくまでもイメージとなります。 

（RED）クリスマスギフトラッピングサービス 

（RED）コラボメニュー展開 

上記あくまでもイメージとなります。 

（RED）Collaboration Grand Wish Christmas 2017 “WINTER IN RED” Opening  Party 

上記あくまでもイメージとなります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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で表現し、

見る人すべてを大きな愛で包み、幸せな気持ちにします。期間中、昨年大変好評を得たライティングショーの開

催も予定しております。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。 

＜開催期間＞ 2017 年 11 月 9 日(木)～12 月 25 日(月) ※ライティングショー：17:00～24:00 

＜開催場所＞ 北館１F ナレッジプラザ 

＜料金＞    観覧無料 

【ライティングショー演出プラン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イルミネーション ・ フォトスポット 

メインクリスマスツリー『Red Rose Blossom』 【ナレッジプラザ】 

上記あくまでもイメージとなります。 



＜デザイン監修＞ 

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。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 2016」、日本橋桜フェスティバルなど。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、映像など多岐に渡る。フラン

ス国民美術協会主催サロン展2014年金賞／審査員賞金賞。 

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 

 

 

 

真っ赤なバラで埋め尽くされたフラワーウォールがフォトスポットとし

て南館地下 1F に登場。鮮やかな赤いフラワーウォールの前に立っ

てフォトジェニックな写真を撮影いただけます。 

＜開催期間＞ 2017 年 11 月 9 日(木)～12 月 25 日(月) 

＜開催場所＞ 南館地下 1F coen 前 

＜料金＞    観覧無料 

 

 

 

 

真っ赤なバラのドレスに身を包んだような写真が撮影出来るフォトス

ポットが北館 5F に登場。真っ赤なバラで形作られたドレスの背面に

まわって撮影すると、あたかも赤いバラのドレスを着用しているかの

ような写真が撮影できるフォトスポットとなっております。 

＜開催期間＞ 2017 年 11 月 9 日(木)～12 月 25 日(月) 

＜開催場所＞ 北館 5F ボーズ・ダイレクトストア 前 

＜料金＞    観覧無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Rose Dress 【北館 5F ボーズ・ダイレクトストア 前】 

Red Rose Wall 【南館 B1F coen 前】 

上記あくまでもイメージとなります。 

上記あくまでもイメージとなります。 



 

 

今回は「梅田スノーマンフェスティバル 2017」開催に併せて、グランフロント大阪会場ではうめきた広場大階段

のシャドウグラフィックにフォトグラフィックなスノーマンが登場します。 

＜開催日時＞ 2017 年 11 月 9 日（木）～12 月 25 日（月） 日没後～日の出まで 

＜開催場所＞ うめきた広場大階段 

＜料金＞    観覧無料 

 

※予告なく開催期間を延長する場合がございます。 

 

 

 

 

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。 

＜開催期間＞ 2017 年 11 月 9 日(木)～12 月 25 日(月) 

＜開催場所（予定）＞ 

うめきた SHIP／南館 9F 上部／タワーA クラウン 

WISH BONE／南館南東角壁面／2F ペデストリアンデッキ 

／北館西側外構 

＜料金＞    観覧無料 

 

 

 

 

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。 

＜開催期間＞ 2017 年 11 月 9 日(木)～12 月 25 日(月) 

＜開催場所＞ うめきた広場 水景 

＜料金＞    観覧無料 

 

 

 

 

Red Lighting 

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）

上記あくまでもイメージとなります。 

上記あくまでもイメージとなります。 

シャドウグラフィック 【うめきた広場大階段】 

水景イルミネーション 『Red Heart Gift』 【うめきた広場】  



 

 

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 約 95 本 

＜電球数・カラー＞ 約 30 万球 シャンパンゴールド(LED※特注品) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真っ赤なメルセデスが北館 1F ナレッジプラザに登場。 

メインクリスマスツリー『Red Rose Blossom』とともにナレッジプラザを赤で演出します。 

＜展示期間＞ 2017 年 11 月 9 日(木)～12 月 25 日(月) 

＜展示場所＞ 北館 1F ナレッジプラザ『Red Rose Blossom』横 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記あくまでもイメージとなります。 

メルセデス・ベンツ  車両展示【ナレッジプラザ】 

シャンパンゴールドイルミネーション 



 

 

 

 

クリスマスキャンペーン期間中、館内店舗では「赤テーマ」と連動したファッション・雑貨などの様々な商品やサ

ービスをご紹介して行きます。普段とは違ったショッピングを楽しんで頂けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

グランフロント大阪ショップ＆レストラン店舗にて、合計 5,000 円以上（税込）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、北館 1F「OVER THE CENTURY」オリジナルフラワーを各日先着 200

名様にプレゼントします。 

＜開催期間＞ 

2017 年 12 月 20 日（水）～25 日（月）  

 ※レシートは 2017 年 12 月 8 日（金）～25 日（月） 日付のもののみ有効 

＜受付数＞   各日先着 200 名 

＜開催場所＞ 北館 2F イベントスペース 

※対象店舗は下記 URL よりご確認下さい。 

http://www.gfo-sc.jp/ 

 

 

 

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 2017 年 11 月 15 日（水）～12 月 25 日（月）、

食とアートがつながるアートイベント「カリナリーアートクリスマス」を開催します。総料理長・トビアス ゲンスハイマ

ー率いるキッチンチームがデザインした、食にちなんだアートツリーをホテル全館に展示するほか、11 月 15 日（水）の

オープニングセレモニーでは、海外や日本で活躍するアーティスト 7 名によるライブペインティングを行います。 

＜ツリー展示期間＞   

2017 年 11 月 15 日（水）～12 月 25 日（月） 

 

 

 

 

 

イベント ・ キャンペーン 

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】 

上記あくまでもイメージとなります。 

インターコンチネンタルホテル大阪「カリナリーアートクリスマス」 

 Red Products & Services 



【オープニングセレモニー詳細】 

クリスマスデコレーションが始まる 11 月 15 日（水）、オープニングセレモニーを 20F ロビーで開催。約 3.5ｍのアート

ツリーがお披露目されます。ツリーは、神戸北野にある画廊「北野アレーギャラリー（Kitano Alley Gallery）」オーナー

でありアートディレクター兼アーティストのロイ アカヴィア氏や、アーティストのミシャ スコット氏など、海外や日本で

活躍するアーティスト 7 名が手掛けた、食をモチーフにした絵画で構成されています。オープニングセレモニーでは、

ツリーに飾られる最後の 1 作品を参加アーティストがライブで描き、アートツリーを完成させます。 

名称： カリナリーアートクリスマス オープニングセレモニー 

日時： 11 月 15 日（水）17:30～ 

会場： 20F ロビー 

 

 

 

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 2017 に

デザインを合わせたラッピング装飾をします。梅田エリアのクリスマスを華やかに彩ります。 

＜運行期間＞ 

2017 年 11 月 9 日(木)～12 月 25 日（月） 

＜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。 

 

 

 

梅田スノーマンフェスティバル2017実行委員会（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、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）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 2017」（11 月 23 日（木）～12 月 25 日（月））を開催します。 

グランフロント大阪会場では、うめきた広場B1F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の

販売や、また北館 1F ナレッジプラザではスノーマンにちなんだワークショップなど、魅力的なコンテンツを開催い

たします。 

-梅田スノーマンフェスティバル 2017 概要- 

＜主催＞    梅田スノーマンフェスティバル 2017 実行委員会 

＜開催期間＞ 2017 年 11 月 23 日（木・祝）～12 月 25 日（月） 

 

※ 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」で検索） 

梅田スノーマンフェスティバル 2017 

梅田巡回バス「うめぐるバス」特別ラッピング仕様で登場 

写真は通常のバスです 

上記あくまでもイメージとなります。 



 

 

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 17 日（金）にはリンク開きセレモニーを実施します。（予定） 

＜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 11:00～20:30 

※12 月 25 日～1 月 8 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） 

 

 

 

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) 

・10：00 ～  受付、各種準備 

・11：30 頃 ～ 演奏開始 

＜開催場所＞ 

うめきた広場 

大階段 
 

Grand Santa Bells 

※参考 PEOPLE’S TREE （2013～2016 年）上記あくまでもイメージとなります。 

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】 

 



 

 

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・情報を発信いたします。 

＜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 

＜展示期間＞ 2017 年 12 月 10 日(日)〜12 月 25 日(月)  

＜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 

 ※応募受付は終了しております。展示作品は 11 月下旬に HP 上で発表いたします。 

第２回 Christmas Gardening Show 

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 


