2022 年 9 月 29 日
各

位

グランフロント大阪

今年のグランフロント大阪のクリスマスは「ハリー・ポッター」魔法ワールドとコラボレーション！
魔法にかけられたように空中を浮遊する約 13ｍのクリスマスツリーが出現！

Grand Wish Christmas 2022
～「ハリー・ポッター」 魔法ワールドクリスマスへの招待状～

2022 年 11 月 10 日（木）～12 月 25 日（日）開催

グランフロント大阪（大阪市北区大深町）は、Warner Bros. Themed Entertainment とのパートナーシッ
プのもと、「ハリー・ポッター」魔法ワールドとコラボレーションしたクリスマスイベント『Grand Wish Christmas
2022～「ハリー・ポッター」 魔法ワールドクリスマスへの招待状～』を 2022 年 11 月 10 日（木）～12 月 25 日
（日）まで開催します。
世代を超えて、今なお多くの人を魅了し続けている「ハリー・ポッター」魔法ワールド。グランフロント大阪の館内
各所には、物語の世界観を表現した約 13m のメインクリスマスツリーやイルミネーション等が登場し、まちを訪れ
るすべての人たちに、幻想的で心温まる、魔法のようなひとときをお届けします。
なお、クリスマスイベント全体の詳細情報は、10 月末頃の発表を予定しております。

Grand Wish Christmas 2022～「ハリー・ポッター」 魔法ワールドクリスマスへの招待状～ 見どころ

イベントメインビジュアル

メインクリスマスツリー
『Floating Magic Tree 浮遊する魔法の樹』

各所に「ハリー・ポッター」
魔法ワールドモチーフの装飾が登場！

※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。
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Grand Wish Christmas 2022～「ハリー・ポッター」 魔法ワールドクリスマスへの招待状～ 開催概要
＜開催期間＞ 2022 年 11 月 10 日（木）～12 月 25 日（日）

※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＞ Warner Bros. Themed Entertainment、 ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

メインクリスマスツリー 『Floating Magic Tree 浮遊する魔法の樹』

▲演出時のイメージ

▲通常時のイメージ

「ハリー・ポッター」魔法ワールドの物語に登場するモチーフが各所に散りばめられた約 13m のメインクリスマ
スツリー『Floating Magic Tree 浮遊する魔法の樹』がナレッジプラザに登場。
期間中は、「ハリー・ポッター」魔法ワールドのクリスマスパーティへの招待状から物語が展開する幻想的な光
と音のライティングショーも毎日開催予定です。まるで魔法にかけられたように空中を浮遊する不思議なツリー
が、訪れる人々を魔法ワールドの世界へと誘います。
＜実施期間＞ 2022 年 11 月 10 日（木）～12 月 25 日（日）
※ライティングショー：平日 17：00～24：00、土日祝 16：00～24：00 毎時 00 分、20 分、40 分に開催
※11 月 10 日（木）はイベント開催の為、ライティングショー上演時間が 19:00～24:00 に変更となります。

＜場

所＞ 北館 1F ナレッジプラザ

昼の見どころポイント！

夜の見どころポイント！

ツリーの正面にはフォトフレーム

ライティングショーでは、宙に

が登場。思い出に残る 1 枚を撮影

浮遊する階段を行き交う不

いただけます。

思議な足跡が現れるなど、幻
想的な演出をお楽しみいただ
けます。
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『Champagne Gold Illumination （シャンパンゴールドイルミネーション）』

▲過去のシャンパンゴールドイルミネーションの様子

▲「ハリー・ポッター」モチーフの特別装飾イメージ

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 94 本に
シャンパンゴールド色の LED 約 33 万球が上品に光り輝きます。
今年はイルミネーション樹木内の 16 本に、「ハリー・ポッター」モチーフの特別な装飾が登場！それぞれ場所
毎に異なるモチーフがデザインされていますので、「ハリー・ポッター」モチーフのイルミネーション樹木を探し
ながら、まち歩きを楽しんでいただけます。
＜実施期間＞ 2022 年 11 月 10 日（木）～202３年 2 月 28 日（火）
※「ハリー・ポッター」モチーフのイルミネーション装飾実施期間は 12 月 25 日（日）迄
＜点灯時間＞ 毎日 17:00～24:00
＜場

所＞ うめきた広場外周・けやき並木・北館西側歩道周辺樹木

９４本

＜電 球 数＞ 約 3３万球
＜カ ラ ー＞ シャンパンゴールド

シャンパンゴールドイルミネーションの豆知識！
グランフロント大阪では、2013 年より環境に配慮したエコイルミネーションの使用を開始し、2019 年には
1 球あたりの使用電力をさらに 30％カットした「NEW エコイルミネーション」を全エリアに採用。エネルギー使
用量の削減と高効率化を実現しました。また、グランフロント大阪では 2022 年 9 月より、使用する全電力を
CO2 フリーの再生可能エネルギー由来電力（再エネ電力）に切り替えており、敷地内のイルミネーションにも再
エネ電力を使用しております。

「ハリー・ポッター」シリーズの物語を巡るスタンプラリー

映画「ハリー・ポッター」シリーズ全８作品のストーリーや、物語に登場する名言
をおさらいしながら、館内８箇所に設置されたポイントを巡るスタンプラリーを
開催します。コンプリートすれば、あなたも「ハリー・ポッター」通になれるかも？
＜実施期間＞ 2022 年 11 月 10 日（木）～12 月 25 日（日）
＜場
所＞ グランフロント大阪・館内 8 か所

▲スタンプラリー台紙イメージ
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「ハリー・ポッター」魔法ワールドモチーフのフラッグが南館せせらぎのみちに登場
「ハリー・ポッター」魔法ワールドの物語に登場するホグワーツ魔法魔術学校
の４つの寮のエンブレム等がデザインされたフラッグ装飾が、南館せせらぎの
みちに登場し、空間を彩り豊かに演出します。
＜実施期間＞ 2022 年 11 月 10 日（木）～12 月 25 日（日）
＜場

所＞ 南館せせらぎのみち

▲フラッグ装飾イメージ

「ハリー・ポッター」魔法ワールドとは
少年だったハリー・ポッターが、キングスクロス駅の 9 と 3/4 番ホームに
連れて来られてから年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険はポップカル
チャーに広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残し
ました。8 作もの大ヒット映画となった『ハリー・ポッター』シリーズは、人々の
生活に魔法の物語を届け、「ハリー・ポッター」魔法ワールドは世界中で最も
愛されるフランチャイズの一つとなりました。
さらに、壮大な世界は、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ 3 作品、
数々の賞に輝く舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、最先端をいくポートキー・ゲームズのビデオ＆モバイルゲーム、
革新的なコンシューマープロダクツ、４つのテーマパークを含むスリリングなライブ・エンターテイメント、そして洞察
に満ちた展覧会へと広がりを見せています。 また、ワーナー・ブラザース「ハリー・ポッター」魔法ワールドエクスペリ
エンスのポートフォリオには、最新のフラッグシップストア「ハリー・ポッター ニューヨーク」、「スタジオツアーロンドン
‐メイキング・オブ ハリー・ポッター」、「スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ ハリー・ポッター」、リテールショップ
「プラットフォーム 9 3/4」も含まれます。 「ハリー・ポッター」魔法ワールドはこれからも進化を続け、新鮮で心躍る
魔法の世界へ『ハリー・ポッター』シリーズのファンを引き込み、世界中のファンコミュニティそして次世代の人々を、
自らが魔法を発見する冒険へご招待します。
Warner Bros. Themed Entertainment について
ワーナー・メディア グローバルブランド＆エクスペリエンスに属する Warner Bros. Themed Entertainment
(WBTE)は、ワーナーが保有するアイコニックなキャラクター、ストーリー、ブランドのロケーションベース・エンター
テイメント、ライブイベント、展覧会やテーマパークなどの創造、制作、ライセンスを行っています。世界各国で展開す
るエクスペリエンスには、DC、ルーニー・テューンズ、スク―ビー、ゲーム・オブ・スローンズ、フレンズ等の作品にイン
スパイアされたものや、ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター、Warner Bros. World Abu Dhabi、
WB Movie World Australia 等が含まれます。WBTE は、ワーナーのブランドやフランチャイズの世界に没頭で
きる体験を、最高クラスのパートナーと共に世界のファンへ提供します。
WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & ™ Warner Bros.
Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s22)

＜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
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