2018(平成 30)年 11 月 19 日
－「中之島ウエスト・冬ものがたり 2018」協働事業－

中之島駅、大江橋駅でウインターイルミネーション「フェスティバルステーション」を
2018 年 11 月 26 日(月)より実施します
～「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス 2018」連携企画として「なにわ橋駅 光のゲート」を実施～

京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：加藤好文)では、中之島エリアで開催
される「中之島ウエスト・冬ものがたり 2018」(主催：中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡
会)の協働事業として、2018 年 11 月 26 日(月)から京阪電車中之島線「中之島駅」
、
「大江橋駅」でウ
インターイルミネーション「フェスティバルステーション」を実施します。
また、
「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス 2018」(主催:大阪･光の饗宴実行委員会)の連携企画として、12 月
14 日(金)から 25 日(火)まで、
「なにわ橋駅」でイルミネーション演出「なにわ橋駅 光のゲート」を、
12 月 22 日(土)から 25 日(火)まで、ＯＭＭ屋上スカイガーデン(西側)にて「ＯＳＡＫＡ光のルネサン
ス パノラマビュー(特別開放)」を実施し、冬の“光”のイベントを盛り上げます。
さらに、天満橋駅・八軒家浜では、
「Ｗｅ Ｌｏｖｅ天満橋＆はちけんや・ふゆはち 2018」を開催し
ます。
詳細は別紙のとおりです。

▲中之島駅の冬装飾(イメージ)

(別 紙)
[1] 「中之島ウエスト・冬ものがたり 2018」協働事業
≪フェスティバルステーション≫
【実施場所】中之島駅、大江橋駅 地下コンコース
【実施期間】中之島駅 2018 年 11 月 26 日(月)～2019 年 1 月 20 日(日)
大江橋駅 2018 年 11 月 26 日(月)～12 月 25 日(火)
【内

容】冬のイルミネーション装飾を施した駅コンコース。
中之島駅では、「川の流れ」をイメージし、水色や透明の柔らかな光のバルーンによる
イルミネーションがキラキラとした水面の雰囲気を作り出します。
フォトスポットでは、光り輝くスノーマンがみなさまのお越しをお待ちしております。
大江橋駅では、柔らかな光のガーランドによるクリスマス演出を施すとともに、サンタ
クロースやトナカイが登場し、来街者の皆さまを会場へご案内します。

▲中之島駅のスノーマン(左)・大江橋駅のクリスマス装飾(右)(イメージ)

≪「中之島ウエスト・冬ものがたり 2018」のヘッドマークを掲出≫
【実施期間】2018 年 11 月 20 日(火)～12 月 25 日(火)
【内

容】京阪線を走行する列車に「中之島ウエスト・冬ものがたり」のロゴをあしらったヘッド
マークを掲出して運転します。

【掲出車両】2600 系車両 1 編成(2632-2832)

[2]「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス 2018」連携企画
≪なにわ橋駅 光のゲート≫
【実施場所】なにわ橋駅 1 号出入口(南西出入口)
【実施期間】2018 年 12 月 14 日(金)～12 月 25 日(火)
【内

容】なにわ橋駅の 1 号出入口(南西出入口)が約 30,000 個のＬＥＤにより幻想的な光の出入
口に変身。水都大阪を象徴する“青”、公園の木々を表す“緑”、大阪市中央公会堂の
レンガを象徴する“赤”の 3 色の色が次々と変化します。
※通常時(イベント期間外)は青色のライトアップのみ実施しています

水都大阪を象徴する“青”

公園の木々を表す“緑”

大阪市中央公会堂のレンガを象徴する“赤”

≪ＯＳＡＫＡ光のルネサンス パノラマビュー(特別開放)≫【観覧無料】
【実施場所】ＯＭＭ屋上スカイガーデン西側
【実施期間】2018 年 12 月 22 日(土)～12 月 25 日(火)18 時～21 時 ※雨天中止
【内

容】
「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス」の美しい景観を一望できる展望スペースを、期間限定で特
別開放します。極上のパノラマビューをお楽しみください。

▲ＯＳＡＫＡ光のルネサンス パノラマビュー
ＯＭＭ屋上スカイガーデン(西側)より／最寄り駅：天満橋駅(下車徒歩約 3 分)

[3] Ｗｅ Ｌｏｖｅ天満橋＆はちけんや・ふゆはち 2018
【実施場所】天満橋駅･八軒家浜(京阪電車天満橋駅 11 番･17 番出口からすぐ)
【実施期間】2018 年 12 月 15 日(土)～12 月 25 日(火)
【内

容】天満橋・八軒家浜では、天満橋駅直結の京阪シティモールで「クリスマスコンサート」
を、八軒家浜船着場からは「ひまわりクリスマスディナークルーズ」を運航するなど、
クリスマスシーズンの天満橋・八軒家浜を盛り上げます。そのほか、川の駅「はちけん
や」では、スタンドアップパドルボート(SUP)による「水上さんぽツアー」を、八軒家浜
では、「大阪府中之島にぎわいの森」(主催:大阪府､12 月 1 日(土)～12 月 25 日(火)) づ
くりの一環としてシンボルツリーをイルミネーションでライトアップします。

京阪シティモール クリスマスコンサート【観覧無料】(京阪シティモール 8 階レストスペース)
12 月 15 日(土)15 時 相愛中学校・高等学校 吹奏楽部演奏会
12 月 23 日(日)13 時 ゆかり☆ゴスペル(コンサート)、桜人企画(ぷちミュージカル)
12 月 23 日(日)15 時 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 コーラスハンドベル部演奏会

元タカラジェンヌ・よしもとクリエイティブエージェンシー所属 仙堂花歩＆ギタリスト中島岳プロデュース

ひまわり クリスマスディナークルーズ【予約制】
年に一度のクリスマス！船内ではゆったりと美味しい料理に舌鼓。今年は「フォトジェニックメ
ニュー」をご用意。可愛くて豪華なお料理でインスタ映え間違えなし！オープンデッキでは水都
の風を浴びてとっておきの夜を満喫。素敵なクリスマスメモリーをお約束します。心あたたまる
クリスマスショーに特製ディナーで素敵な夜のひとときをお過ごしください。
期

間:12 月 21 日(金)､22 日(土)､23 日(日)､24 日(月･祝)

出航時間:16 時発／19 時発 ※21 日(金)は 19 時発のみ運航
所要時間:約 100 分
のりば：八軒家浜船着場
料 金：18,800 円(乗船料、料理代、フリードリンク代、消費税込)
ご予約・お問い合わせ：旅 Tomo-planning ＴＥＬ：06-6195-6623

【主

催】チームふゆはち(京阪ホ－ルディングス株式会社、京阪電気鉄道株式会社、株式会社京阪
流通システムズ、株式会社京阪ザ・ストア、大阪水上バス株式会社、京阪建物株式会社)、
ＮＰＯ法人大阪水上安全協会、にぎわいＸｉｎｇ

※詳しくは、12 月上旬発行予定の「ふゆはち 2018」チラシをご覧ください。

[ご参考①] 中之島ウエスト・冬ものがたり 2018
【実施場所】中之島ウエストエリア一帯
【実施期間】2018 年 11 月 26 日(月)～12 月 25 日(火)
(メインプログラム)12 月 13 日(木)～12 月 25 日(火)
【内

容】7 年目を迎える「中之島ウエスト・冬ものがたり 2018」のメインプログラム「中之島ウ
ォーターファンタジア」は、高さ 10 メートルの大噴水を音楽に合わせて色鮮やかにライ
トアップ。ビルの夜景を背に、噴水がしぶきを上げ、福島(ほたるまち)港が幻想的な政
界に包まれるエンターテイメントショーです。エリア一帯の川岸の木々や植栽には、日
一つひとつに思いが込められた 6,500 個の「ひかりの実」(美術家 高橋匡太氏の作品で
果実に見立てた色とりどりのＬＥＤライト)がみのります。メインプログラム以外でも本
エリア内では様々なイルミネーション装飾やライトアップ、イベント等で来街者をお出
迎えします。美しい景観でクリスマス時期の水辺のまちあるきをお楽しみください。

【主

催】中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会(ＴＥＬ：06-6533-5833)

▲中之島ウォーターファンタジア
福島（ほたるまち）港周辺

[ご参考②] 大阪・光の饗宴 2018
【実施場所】大阪府域各所
【実施期間】2018 年 11 月 4 日(日)～2019 年 1 月 31 日(木)
【内

容】6 年目を迎える大阪・光の饗宴では、エリアプログラムを大阪府域各所へ広げ、地域の活
性化に取り組む 19 団体が個性を活かした魅力あふれる 22 の光のプログラムを各所で展
開し、冬の大阪を一体となって盛り上げます。また、コアプログラムのひとつである「御
堂筋イルミネーション 2018」は、12 月 31 日(月)までの間、御堂筋の約 4 ㎞を光の川に
見立て装飾しています。淀屋橋から新橋の区間では「流れる光」を演出するなど、これ
までにない動きのあるイルミネーションも登場します。

【主

催】大阪・光の饗宴実行委員会(ＴＥＬ：06-6910-1156)

[ご参考③] ＯＳＡＫＡ光のルネサンス 2018
【実施場所】大阪市役所周辺～中之島公園
【実施期間】2018 年 12 月 14 日(金)～12 月 25 日(火)
【内

容】
「大阪・光の饗宴 2018」のコアプログラムのひとつ。中之島の水辺に広がる光のアートフ
ェスティバル。会場は 2 つに分かれ、趣向を凝らしたイルミネーションが多数登場しま
す。16 年目を迎える今回は、開館 100 周年を迎える大阪市中央公会堂とのコラボレーシ
ョン。音楽に合わせて繰り広げる壮大な光の絵画「ウォールタペストリー・大阪市中央
公会堂開館 100 周年記念公演～百年の輝き～」を開催するほか、前回に引き続き海外の
びょうてい

光のイベントとの交流プログラム 約 1,000 個のランタンが夜空に輝く「台南・光の廟 埕 」
などを開催。多彩なグルメやコンサートなどイベントも合わせてお楽しみいただけます。
【主

催】大阪・光の饗宴実行委員会(ＴＥＬ：06-6910-1156)

▲御堂筋イルミネーション 2018

▲ＯＳＡＫＡ光のルネサンス 2018
「ウォールタペストリー・大阪市中央公会堂
開館 100 周年記念公演～百年の輝き～」
大阪市中央公会堂東側正面／
最寄り駅：淀屋橋駅(下車徒歩約 5 分)
©大阪・光の饗宴実行委員会

[ご参考④] 大阪府中之島にぎわいの森
【実施場所】八軒家浜､西天満若松浜､ほたるまち､中之島バンクス､中之島公園芝生広場、
城見緑道公園
【実施期間】2018 年 12 月 1 日(土)～12 月 25 日(火)17 時～23 時
【内

容】大阪府では､2010 年より中之島にぎわいの森づくりの一環として、5 つの水辺拠点でシン
ボルツリーを植樹し､普段は街のランドマークとして､冬はイルミネーションを施し､｢中
之島にぎわいの森｣を整備してきました｡今年は、6 本目となるシンボルツリーを大阪城
を臨む城見緑道公園に植樹しました｡期間中はシンボルツリーをイルミネーションでラ
イトアップし、多くの方々に楽しんでいただけるよう取り組みます｡

【主

催】大阪府魅力づくり推進課(ＴＥＬ：06-6210-9311)

八軒家浜
（天満橋駅下車）

西天満若松浜
（なにわ橋駅下車）

ほたるまち
（渡辺橋駅下車）

中之島バンクス
（中之島駅下車）

中之島公園芝生広場
（北浜駅下車）

以

上

