2020 年 10 月 27 日
報道関係者各位
グランフロント大阪

グランフロント大阪のクリスマス 「Winter Voyage -世界を繋ぐ希望の旅-」

『Grand Wish Christmas 2020』
関西の芸術系学生の活動を応援する
『Students Christmas Installation』開催
～大阪芸術大学／京都市立芸術大学／京都精華大学の学生による作品展示～

２０２０年１１月１１日（水）〜１２月２５日（金）

グランフロント大阪（大阪市北区大深町）は、「Winter Voyage -世界を繋ぐ希望の旅-」をテーマに、街を訪れるすべ
ての人々に贈るクリスマス『Grand Wish Christmas 2020』を 2020 年 11 月 11 日（水）から 12 月 25 日（金）まで開催し
ます。
今年のクリスマスは、世界中を旅して楽しめる日々が早く訪れることを願い、大陸を巡る気球をモチーフにした幻想
的なクリスマスツリー『Winter Voyage Tree』が登場します。また、コロナ禍で大学での作品制作や発表の場が失われ
た芸術系学生にグランフロント大阪のクリスマスを彩るイルミネーションを制作、発表していただく『Students Christmas
Installation』を開催します。
ここでしか味わうことができないグランフロント大阪ならではのクリスマス体験をお楽しみください。

『Grand Wish Christmas 2020』 開催概要
今年の『Grand Wish Christmas 2020』のテーマは「Winter Voyage -世界を繋ぐ希望の旅-」。
空間デザイナー・長谷川 喜美氏が手掛ける気球をモチーフにしたクリスマスツリー『Winter Voyage Tree』がナレッ
ジプラザに登場します。また、コロナ禍で大学での作品制作や発表の場が失われた芸術系学生に表現の場を提供す
る『Students Christmas Installation』を開催します。さらに、うめきた広場をはじめとする施設外周の樹木を彩る
『Champagne Gold Illumination』では LED 約 40 万球の輝きで皆さまをお迎えするほか、トラベルカルチャー誌
「TRANSIT」とコラボレーションし、世界各地の美しい風景の数々を収めた写真展など、様々な企画を開催します。世
界を旅できることへの願いを込めたテーマに沿って、クリエイティブでアーティスティックなグランフロント大阪らしいクリ
スマスをお届けします。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、本イベントの内容を一部変更、または中止する場合がございます。

メインクリスマスツリー 『Winter Voyage Tree』
大陸を巡り旅する気球たちは希望の光を運び、世界中の空を一つに繋いでいく。この冬、願いを届ける幻想的なク
リスマスツリー『Winter Voyage Tree』がナレッジプラザに登場します。それぞれの気球に彩られたオーナメントは、一つ
ひとつ個性あふれる世界各地の建造物や植物、動物たちをモチーフに表現し、期間中は世界各国を旅するイメージを
光で表現した「ライティングショー」も開催します。

通常時

＜実施期間＞

ライティングショー時

2020 年 11 月 11 日（水）～12 月 25 日（金）
※ライティングショー：平日 17:00～24:00、土日祝 16:00～24:00

＜場

所＞

＜デザイン・演出＞

北館 1F ナレッジプラザ
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、善光寺「開花-Blooming moment-」、新江ノ島水族館「ヒカリノエノスイ」、丸の内
「Marunouchi Bright Christmas 2018」、表参道イルミネーション等。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、活動領域は多岐にわたる。
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

『Students Christmas Installation （スチューデント クリスマス インスタレーション）』
今年、コロナ禍によって授業の中止や大学での作品制作・発表の場が失われた関西圏の芸術系大学 3 校の学生
たちによるイルミネーション作品を展示します。学生たちが自由な発想でデザインを施した個性あふれるイルミネーシ
ョン作品をお楽しみください。

＜実施期間＞ 2020 年 12 月 12 日（土）～12 月 25 日（金）
＜実施場所＞ 北館 西側せせらぎのみち
＜参加大学＞ 大阪芸術大学／京都市立芸術大学／京都精華大学

実施イメージ

『Champagne Gold Illumination （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 に及ぶ「うめきた広場」の周辺や、けやき並木、北館西側歩道の樹木 126 本にシャン
パンゴールド色の LED 約 40 万球が上品に光り輝きます。

＜実施期間＞ 2020 年 11 月 11 日（水）～2021 年 2 月 23 日（火・祝）
＜点灯時間＞ 毎日 17:00～24:00
＜実施場所＞ うめきた広場・けやき並木・北館西側歩道周辺樹木
＜電 球 数＞ 約 40 万球
＜カ ラ ー＞ シャンパンゴールド

昨年の様子

126 本

『TRANSIT 企画写真展「やっぱり世界は美しい！ ～It’s a beautiful planet～」』
“旅”というフィルターを通し、世界の美しい風景・文化・暮らしを見つめてきたトラベルカルチャー誌「TRANSIT」。
同誌で活躍する写真家・在本 彌生氏をはじめとする写真家達が世界各地で切り取ってきた美しい写真の数々が、グ
ランフロント大阪北館の館内各所に展示されます。海外旅行になかなか行くことができない今だからこそ、旅行気分を
味わえる作品の数々をお楽しみください。

＜実施期間＞ 2020 年 11 月 11 日(水）～12 月 25 日(金)
＜展示会場＞ 北館 3F・4F・5F イベントスペース、6F ウメキタフロア
＜参加写真家＞ 安彦 幸枝氏／在本 彌生氏／佐藤 健寿氏／田尾 沙織氏／西山 勲氏／宮本 武氏

※五十音順

＜展示内容＞

■3F テーマ：「世界は広い！」
旅先で見た景色（空、海、自然など）は、実物以上にどこか“広い”と感じるものです。
このエリアでは、いつもの場所から離れ旅先で感じる“世界は広い！”風景写真を
ベースに構成します。

■4F テーマ：「世界はふしぎ！」
古代文明の遺跡や中世の街並みをはじめ、各地域で発展した現代都市や文化な
ど、世界には見たこともない景色が存在します。神秘に満ちた地球、多様な世界を
紹介します。

■5F テーマ：「世界は楽しい！」
お祭りの日、誕生日・ウェディングなどのお祝いごとの日、家族やカップルで過ごす
休日・・・。「楽しい」感情で溢れ、見ているこちらまでハッピーになるような、人物写
真を中心としたセレクトで構成します。

■6F テーマ：「世界はおいしい！」
旅の楽しみが食事だという人も多いかもしれません。異国の料理を味わうことは、
その国のことをよく知るための第一歩でもあります。料理やキッチン風景、飲食店
など、地域ごとに習慣の異なる世界の食文化を紹介します。

さらに、各会場に設置の QR コードを読み取っていただいた方には、特典としてイベントオリジナルステッカーをプレ
ゼントします。

＜特典引換日＞ 2020 年 12 月 1 日（火）～6 日（日）、21 日（月）～25 日（金） 各日 11：00～18：00
＜引換場所＞ 北館 2F-1 イベントスペース

『TED HYBER -Ugly Christmas Sweater- （テッド・イベール -アグリー クリスマス セーター-）』
フランス現代アート界の鬼才、ファブリス・イベール氏の作品であり、うめきた広場のシンボルである「TED HYBER
（テッド・イベール）」がダサかわいい Ugly Christmas Sweater（※）の装いで皆さまをお迎えします。
※クリスマスツリーやサンタクロースなどのクリスマスのモチーフを編み込み、派手なデコレーションを付けたセーター。古めかしく悪趣味なデザイン
のものが多いことから、米国や英国では一般に｢アグリー(醜い)クリスマスセーター｣(Ugly Christmas Sweater)と呼ばれ、近年ヴィンテージファッシ
ョンの人気などからブームになっている。

＜実施期間＞ 2020 年 11 月 11 日(水）～12 月 25 日(金)
＜実施場所＞ 南館 水景

実施イメージ

『Christmas Photo Contest 2020 （クリスマス フォト コンテスト 2020）』
「グランフロント大阪のクリスマス」をテーマに、クリスマス装飾やショッピング・グルメ
などの写真とハッシュタグ「#グランフロントクリスマス」を付けて Instagram に投稿いただ
くと、ステキな写真を投稿された方 20 名さまにオリジナルグッズをプレゼントします。

＜投稿応募期間＞ 2020 年 11 月 11 日（水）～12 月 25 日（金）

オリジナルグッズ イメージ

『フラワープレゼントキャンペーン』
グランフロント大阪ショップ＆レストランにて、5,000 円（税込み・合算可）以上
お買い上げ・ご利用いただいたレシートをご提示いただくと、各日先着 100 名さ
まにクリスマスミニブーケをプレゼントします。

＜実施期間＞ 2020 年 12 月 1 日（火）～6 日（日）、12 月 21 日（月）～25 日（金）
＜実施時間＞ 各日 11:00～18:00

※各日先着 100 名さま限定。無くなり次第終了。

＜実施場所＞ 北館 2F-1 イベントスペース

クリスマスミニブーケ イメージ

『宅配サービス（無料）キャンペーン』
グランフロント大阪ショップ＆レストランにて、10,000 円以上（税込み・合算可）
お買い上げ・ご利用いただいたレシートをご提示いただいたお客さまに、商品
の無料宅配受付サービスを実施します。

＜実施期間＞ 2020 年 12 月 7 日（月）～12 月 20 日（日）
＜実施時間＞ 12：00～20：00
＜実施場所＞ 南館 6F OSAMPO SPOT

配送用オリジナルステッカー イメージ

『グランフロント大阪ショップ＆レストラン 館内装飾』
グランフロント大阪ショップ＆レストランでは、飲食フロアを訪れるお客さまに特別なひとときを楽しんでいただけるク
リスマス装飾を実施します。南館 7 階・8 階ではガラス面のアーチにはグリーンやゴールドのオーナメントを彩ったイル
ミネーションが、南館 9 階テラスには柔らかに光るランタンの灯りでクリスマスの光のシーンを演出するイルミネーショ
ンが登場します。その他、飲食フロアで様々なクリスマス装飾を実施し、お客さまをお迎えします。

＜実施期間＞ 2020 年 11 月 11 日（水）～12 月 25 日（金）
＜実施場所＞ うめきた広場 B1F、南館 B1F・7～9F

実施イメージ

『UMEDA MEETS HEART 2020（ウメダ ミーツ ハート 2020）』
期間中、ハートをテーマに梅田各所で楽しめる魅力的なコンテンツを開催します。グランフロント大阪会場には関西
を中心に活動する大阪芸術大学出身の若手クリエイターチーム「透明回線」によるウォールアートが登場します。幻想
的な世界観をお楽しみください。
＜開催期間＞ 2020 年 12 月 1 日（火）～12 月 25 日（金）
＜開催場所＞ 南館 西側歩道

実施イメージ

『インターコンチネンタルホテル大阪のクリスマス』
人気のショートケーキを含むペストリーシェフ特製のクリスマススイーツセレクションを販売します。
・インターコンチネンタルホテル大阪 ストロベリークリスマスショートケーキ
6,500 円（18cm×18cm）、4,400 円（12cm×12cm）※税込み
・ショコラ・バニーユ “The Gift of Love”
5,950 円（18cm×8cm）、4,000 円（12cm×8cm）※税込み
・あまおうストロベリータルト
6,200 円（直径 18cm）、4,200 円（直径 12cm）※税込み
商品イメージ

＜予約受付期間＞ 2020 年 11 月 1 日（日）～12 月 22 日（火）
※ご予約は公式ウェブサイトより承ります。オンラインクレジットカード決済が必要です。
※受け取り希望日の 3 日前までにご予約ください。

＜販売・受取期間＞ 2020 年 12 月 22 日（火）～25 日（金）11:00～19:00
＜受取場所＞ 1F パティスリー STRESSED（ストレス）および 1F エレベーターホール特設カウンター
※商品のキャンセルは、受け取り希望日の 2 日前まで無料で承ります。それ以降のキャンセルは、全額を頂戴します。

『ウメダ★アイスリンク つるんつるん』
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。今年は 1 時間 55,000 円（税込み）でリンクを貸し切ることができる「貸し切りつるんつるん♪」も開催します。

＜開催期間＞ 2020 年 11 月 14 日（土）～2021 年 2 月 23 日（火・祝）
※2021 年 1 月 1 日（金・祝）休み
※雨天等により会場運営側の判断で、営業時間変更や中止になる場合があります。

＜開催時間＞ 平日／12：00～20：30、土・日・祝／11：00～20：30
※12 月 26 日（土）～1 月 3 日（日）は土・日・祝日に準じる
※最終入場は 20:00 まで

＜開催場所＞ うめきた広場
＜料

金＞ 大人 1,900 円 大学生 1,700 円 高校生 1,600 円 中学生以下 1,400 円
※すべて貸靴料・消費税込み

［貸し切りつるんつるん♪］
リンク代／1 時間：55,000 円 レンタルシューズ／1 足 300 円
営業時間／平日 10：00～12：00、土・日・祝 10：00～11：00
＜主

催＞ MBS、加藤商会

＜特別協力＞ グランフロント大阪
＜お問合せ＞ キョードーインフォメーション

0570-200-888 (10：00～16：00 日祝休み)

【施設概要】
名 称 ： グランフロント大阪
所在地 ： 〒530-0011 大阪市北区大深町4-1（うめきた広場）、4-20（南館）、3-1（北館）
T E L ： 06-6372-6300（グランフロント大阪コールセンター） 受付時間：10：00～21：00

開催イメージ

