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グランフロント大阪（大阪市北区大深町）では、ディズニーが“勇気と優しさ”をテーマに、グローバルで展開するディ

ズニープリンセスの祭典「アルティメット・プリンセス・セレブレーション」とタイアップしたクリスマスイベント『Grand Wish 

Christmas 2021 | Disney Ultimate Princess Celebration～Sparkling Moments～』 （グランウィッシュクリスマス 2021 デ

ィズニー・アルティメット・プリンセス・セレブレーション～スパークリングモーメンツ～）を 2021 年 11 月 11 日（木）～12

月 25 日（土）まで開催します。 

ディズニープリンセスたちのモチーフがオルゴールの上で舞い踊る高さ約 11m のクリスマスツリーが北館 1F ナレッ

ジプラザに登場し、施設各所にはディズニープリンセスの世界観をイメージしたフォトスポットが設置されます。他にも、

館内を巡りながらディズニープリンセス一人ひとりのキャラクターやストーリーをお楽しみいただけるデジタルスタンプ

ラリーや、ディズニープリンセスグッズの POP-UP SHOPが期間限定で登場するなど、「Sparkling Moments（きらめく瞬

間）」をコンセプトに、この場所を訪れるすべての人たちに心躍る輝きを感じていただける、グランフロント大阪ならでは

の特別なクリスマスをお楽しみいただけます。 

 

この他のコンテンツも含めた詳細情報は 10 月末頃の発表を予定しております。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、本イベント内容は一部変更、または中止となる可能性がございます。 

グランフロント大阪ではお客さまならびに従業員の健康安全に配慮し、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、各種対策に 

取り組んでいます。詳細は施設公式 HP（https://www.grandfront-osaka.jp/）よりご確認ください。  

今年のグランフロント大阪のクリスマスは、ディズニープリンセスとタイアップ！ 

プリンセスたちがオルゴールの上で舞い踊る姿をモチーフにした高さ約 11m のクリスマスツリーが登場！ 
Grand Wish Christmas 2021 

Disney Ultimate Princess Celebration ～Sparkling Moments～ 

2021年 11月 11日（木）〜12月 25日（土）開催 

▲イベントメインビジュアル   ⒸDisney ⒸDisney/Pixar 

https://www.grandfront-osaka.jp/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな時でも周りを明るく照らし、“勇気と優しさ”を持つディズニープリンセスたちのモチーフが、オルゴールの上で

舞い踊る高さ約 11mのメインクリスマスツリー『Eternally Bright』がナレッジプラザに登場。個性豊かな 14 人のプリ

ンセスたちのシルエットが配置され、クリスタルやスパンコールをあしらったホワイトのツリーは、演出時に中央のオル

ゴール部分が回転し、見る角度やライティングによって様々な表情を見せてくれます。 

さらに、「アルティメット・プリンセス・セレブレーション」の日本版テーマソング「Starting Now ～新しい私へ」にのせて、

ディズニープリンセスたちの“勇気と優しさ”が世界に広がっていくストーリーをイメージしたライティングショーも期間中

毎日開催予定です。 

 

 

＜実施期間＞ 2021 年 11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土）  

※ライティングショー：平日 17:00～24:00、土日祝 16:00～24:00 

  15 分毎に毎時 00 分・15分・30 分・45 分に開催 

＜場 所＞ 北館 1F ナレッジプラザ 

 

『Grand Wish Christmas 2021  

Disney Ultimate Princess Celebration～Sparkling Moments～』 開催概要 

＜実施期間＞ 11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土） ※一部コンテンツを除く  

＜開催場所＞ グランフロント大阪 北館・南館・うめきた広場 他、各所 

＜主 催＞ グランフロント大阪 

＜協 力＞ ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 

 

 

 メインクリスマスツリー 『Eternally Bright』  

▲ツリー通常時のイメージ 



 

 

 

 

『アナと雪の女王』や『美女と野獣』などプリンセスの世界観を表現したフォトスポットを含むスタンプラリーポイントを

施設内の 9 箇所に設置。お手持ちのデジタル端末とともに施設を巡りながら、プリンセス一人ひとりのキャラクターや

物語を楽しむことができるデジタルスタンプラリーを開催いたします。 

 

＜実施期間＞ 2021 年 11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土）  

＜場   所＞ グランフロント大阪 施設各所  

 

 

 

 ディズニープリンセスたちの物語をグッズでもお楽しみいただける POP-UP SHOPが期間限定で登場します。ギフト 

や自分へのご褒美にもぴったりなプリンセスグッズの数々を販売いたします。 

 

＜実施期間＞ 2021 年 11 月 11 日（木）～12 月 25 日（土）  

＜場   所＞ 南館 4F POP UP SPACE 

 

＜場 所＞ 南館 4F・イベントスペース 

 

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 117 本にシャン

パンゴールド色の LED 約 38 万球が上品に光り輝きます。今年は、ディズニープリンセスをモチーフにした特別なイル

ミネーション装飾が樹木 117 本の中に 70 個、隠れています！イルミネーションの中で輝くプリンセスたちをぜひ探して

みてください。 

＜実施期間＞ 2021 年 11 月 11 日（木）～2022 年 2 月 28 日（月） 

          ※ディズニープリンセスモチーフのイルミネーションオーナメント実施期間は 12 月 25 日（土）迄 

＜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  117 本 

＜電 球 数＞ 約 38 万球 

＜カ ラ ー＞ シャンパンゴールド 

                  

 

 

 

   

 

 

 

 

『Champagne Gold Illumination （シャンパンゴールドイルミネーション）』 

ディズニープリンセス・POP-UP SHOP 

ディズニープリンセス・デジタルスタンプラリー 

▲過去のシャンパンゴールドイルミネーションの様子 

 



 

 

 

 

ディズニープリンセスの物語から『アラジン』をモチーフにデザインされた巨大シャドウ・グラフィックがうめきた広場

大階段に登場。物語の世界観を感じられるフォトスポットをお楽しみいただけます。 

 

＜実施期間＞ 2021 年 11月 11 日(木）～12 月 25 日(土) 

＜開催場所＞ うめきた広場 大階段 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディズニープリンセス展 VR ドコモショップ グランフロント大阪展にて開催中！ 

■WHAT IS LOVE？ ディズニープリンセス展 VR 

＜実施期間＞ 2021年 9月 12日 (日)～ ※終了時期未定 

＜開催場所＞ ドコモショップ グランフロント⼤阪店 北館ナレッジキャピタル 2階 

            ※展⽰会との併設はありません。VR体験のみの開催になります。 

   ＜開催時間＞ 11:30～18:00 ※最終受付は閉場の 30 分前まで 

※ご予約・チケットご購入が必要です。詳しくは以下リンクからチェック。 

（https://service.smt.docomo.ne.jp/site/special/src/princess_vr_docomo.html） 

ディズニープリンセス展のグッズも販売中！ 

 

『大階段 Shadow Graphic（シャドウ・グラフィック）』 

』 

Disney Ultimate Princess Celebration（ディズニー・アルティメット・プリンセス・セレブレーション）とは？ 

ｓ・ 

 
ディズニーが 2022年夏までの長期にわたり、“勇気と優しさ”をテーマに驚きと喜びを届ける 

グローバルな祭典。ディズニーのプリンセスたちや私たちの誰もが持つ“勇気と優しさ”を 

テーマにした特別なイベント、製品やサービスを通して、世界中のファンのみなさまと共に、 

アルティメット・プリンセス・セレブレーションをお楽しみいただけます。 

最新情報は公式サイト（URL:Disney.jp/UPC）をご覧ください。 

 

 

 ⒸDisney  
  

 

Ⓒ2021 Disney and its related entities 

 

 ⒸDisney 

                     ＜本件に関する一般の方のお問合せ先＞ 

グランフロント大阪コールセンター（11:00～18:00）  TEL：06-6372-6300 

この祭典のテーマソングが収録されたディズニープリンセス・ソングが大集結した“究極”（アル

ティメット）の永久保存盤 CD『アルティメット・プリンセス・セレブレーション・アルバム』が

好評発売中！ 

 

ディズニー公式動画配信サービス Disney＋（ディズニープラス）では、ディズ

ニープリンセスが活躍する作品を、いつでもどこでもお楽しみいただけます。 

ディズニー公式オンラインストア shopDisney （ショップディズニー）では、 

プリンセスグッズの数々を販売中です。 

 ⒸDisney/Pixar  
  

 

 ⒸDisney ⒸDisney/Pixar 

https://service.smt.docomo.ne.jp/site/special/src/princess_vr_docomo.html

