
事業概要 



2014年度開催日程及びコンセプト 

＝大阪発・光が文化になる季節＝ 

光が大阪各所の個性を表現する「光のミュージアム」。 
 おもてなしの心を込めて創り上げる大阪ならではの光の文化が街中に広がります。  

開催テーマ：大阪の夜を彩る光のミュージアム 
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（全体日程：2014年11月5日～2015年3月1日）【予定】 



■合同プロモーション会議 「大阪・光の饗宴２０１4」体制表 

大阪市中心部の光プログラムによるエリア活性等に取り組む団体とのプロモーションの推進 

■事業開発会議 

大阪市内中心部の各事業者が一体となった観光商品造成や、各エリアブランド向上など、大阪・光の饗宴の
事業化をめざした会議。2015年を一定の目途として大阪光の饗宴における 中期観光戦略及びブランド向上
の構築に具体的に取り組む。特に観光インフラとなる企業を中心に定期的な会議を開催し、投資効果の高い
事業構築を図る。 2014年度より専門性を活かした分科会となる部会を発足しより事業構築への具現化を図る。
（●開発部会●交通事業者部会●観光部会）  

Julien Pavillard氏（ジュリアン・パビヤー） 
（アートディレクター・ライティングコンサルタント） 

織作峰子氏：写真家（大阪芸術大学芸術学部写真学科学科長・教授） 

山本裕子氏：ギャラリーディレクター（㈱山本現代代表取締役） 

森 秀人氏：照明プランナー（ ㈱ライティングM代表取締役） 

◆光のアートアワード審査会 

フランス・リヨン「リュミエール祭」立ち上げ時のプロジェクトマネージャー。両親が「ＰＩＧＩ」（巨大
映像投影機）を開発。１０歳の頃から光や映像の世界に親しむ。フランスの「エクサンプロヴァンス国際歌
劇芸術祭」のアートディレクター。現在も世界各国で光の演出やプロデュースで活躍している。 

1981年度ミスユニバース日本代表に選ばれ、1982年大竹スタジオに入門。1987年独立。2000年ウォーター
フォードウエッジウッドライフスタイルアウォード受賞。海外政府観光局からの依頼を受け、世界各国の美
しい風景や人物の瞬間を撮り続けている。 

2004年、東京神楽坂のワイルドな工場街に現代美術ギャラリー「山本現代」を開廊。2008年に港区・白金に移
転。小谷元彦氏、ヤノベケンジ氏、西尾康之氏、など、多様なメディアや形式を擁するアーティストの紹介や
展覧会開催。またジャンルを超えた活動もする若手作家の紹介も精力的。 

日本大学芸術学部建築デザイン科非常勤講師。光のまちづくり推進委員会Ｈ16年作成の大阪光のまちづく
りグランドデザインにも参加。 

 

大阪・光の饗宴において、光による都市の活力を生み出すことを目的としたプロジェクト。 
アジアにおける光のアーティストたちの登竜門を目指す。 

大阪のブランド向上 

官民一体の都市経営 

プロモーションの活性化 

大阪・光の饗宴２０１４ 事業体制 大阪・光の饗宴について 

委員長 
副委員長 
委員 

大阪府知事 
大阪市長    橋下 徹 
関西経済連合会会長 
大阪商工会議所会頭 
関西経済同友会代表幹事 

 
 
森 詳介 
佐藤茂雄 
加藤貞男 

大阪・光の饗宴実行委員会 

大阪・光の饗宴実行委員会幹事会 

幹事長 
幹事長代行 
幹事 

大阪市経済戦略局 理事 
大阪府府民文化部都市魅力創造局 局長 
関西経済連合会産業部 プロジェクト開発担当部長 
大阪商工会議所地域振興部 部長 
関西経済同友会 企画調査部長 
大阪観光局 局長 
光のまちづくり推進委員会事務局 事務局長 
大阪府都市魅力創造局 副理事 
大阪市経済戦略局 魅力事業担当部長 

総合プロデューサー 橋爪 紳也（光のまちづくり推進委員会委員長） 
総合ディレクター    岡 智恵子（光のまちづくり推進委員会委員PR部会長） 

大阪府都市魅力創造局 
大阪市経済戦略局  
一般社団法人大阪・光の饗宴 

大阪・光の饗宴実行委員会事務局 

天保山イルミネーション 
実行委員会 
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大阪のブランド向上 プロモーションの活性化 
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光のアートアワード 
ＯＳＡＫＡ光のルネサンス会場 

エリアプログラム１０団体参加 

２年目を迎える「大阪・光の饗宴2014」では、都市経営の具現化をめざした 
取り組みを進めていきます。 

御堂筋イルミネーション 約３ｋｍへ 

公共空間の活用推進 

官民一体の都市経営 

ＯＳＡＫＡ光の饗宴バル２０１４ 

２０１４年度の取り組み 
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大阪・光の饗宴２０１４ コアプログラム 



水辺に広がる光のアートフェスティバル 

OSAKA光のルネサンス2014 
開催日程 
点灯時間 
開催エリア 

2014年12月14日（日）～12月25日（木） 
17時～22時 
中之島公園一帯 

※プレビュー 点灯  12/１（月）～12/13（土） 17 時～23 時 
※クロージング点灯  12/26（金）～2015/1/18（日）17 時～23 時 

中之島イルミネーションストリート 

OSAKA光のルネサンスの顔となる光と 
音楽が一体となるエンタテイメントでお出迎え 

水辺のオペラ「光の歌劇2014」 

歴史ある中央公会堂の正面をスクリ 
ーンにしたアート作品として開催 

フランスアベニュー 

フランス・パリを思わせる品のある 
光で中央公会堂正面を際立たせる 

ローズライトファンタジア2014 

バラや自然をモチーフにしたイルミ 
ネーションパークとして開催 

大阪市役所ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｱｰﾄﾌｧｻｰﾄ 

大阪・光の饗宴の顔となる18m角のネット 
ベースにイルミネーションデザインを公募 

光☆絵 

水と光の首都大阪を表現する「光絵」を公募 

おもてなしカフェ 

大阪市庁舎ロビーでの飲食 
展開を公募 

光のマルシェ 

ヨーロッパテイストの飲食 
展開を公募 

中之島ローズライトマーケット 

日本各地の物産や飲食など 
個性あふれるマーケットを公募 

OSAKA光のルネサンス2014（コアプログラム） 
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水と光の首都大阪を彩る約３ｋｍの光のシンボルロード  

御堂筋イルミネーション2014 
開催日程 
点灯時間 
開催エリア 

2014年12月1日（月）～2015年1月18日（日） 
17時頃～23時 
淀屋橋交差点（土佐堀通）~難波西口交差点 

△ イメージ図 

御堂筋イルミネーション2014（コアプログラム） 

デザインコンセプト：御堂筋・桜イルミネーションロード 

大阪市の花でもある「桜」をモチーフにしたイルミネーションを大阪府の木でもある「イチョウ」に飾ることで、大阪中心部を南北に走
る大動脈・御堂筋を「大阪ならでは」として印象付けるデザイン。また冬に光る桜のイルミネーションの輝きが、翌春の大阪の桜への
期待感を喚起することで、冬から春への連続性を訴求。 
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大阪・光の饗宴２０１４ エリアプログラム 
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梅田スノーマンフェスティバル２０１４ 
主催：梅田スノーマンフェスティバル２０１４実行委員会 

梅田地区エリアマネジメント実践連絡会（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、株式会社カクタスにより構成 

街中がスノーマン！/トワイライトファンタジー（大阪ステーションシティ 時空の広場会場） 
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世界最大級のクリスマスツリー＆ドイツ・クリスマスマーケット２０１４ 
主催：ドイツ・クリスマスマーケット大阪実行委員会 

 ドイツ連邦共和国総領事館、ドイツ文化センター大阪、大阪市、㈱毎日放送、積水ハウス梅田オペレーション㈱、 ＡＧＰプロモーション㈱ 

＜世界最大級のクリスマスツリー＞ 
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中之島ウエスト「冬ものがたり２０１４」 
主催：中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会 

ダイビル株式会社・株式会社朝日新聞社・株式会社朝日ビルディング・三井不動産株式会社・京阪電気鉄道株式会社 
オリックス株式会社・朝日放送株式会社・株式会社ロイヤルホテル・株式会社ビープラネッツ 

＜中之島ウォーターファンタジア＞ 
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光の水都ルネサンスボート２０１4 
主催：大阪シティクルーズ推進協議会 

＜光の水都ルネサンスクルーズ＞ 

大阪水上バス株式会社、一本松海運株式会社、一本松汽船株式会社、株式会社キャプテンライン、伴ピーアール株式会社、 
日本水陸両用車協会、三上遊船屋形船、株式会社BayTrip、北浜ルンバ、遊海釣 
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天満・桜ノ宮 光のエレガンス 
主催：天満エリア交流会 

三菱地所プロパティマネジメント㈱・㈱帝国ホテル 帝国ホテル大阪 

＜天満・桜ノ宮 光のエレガンス＞ 
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大阪・ミナミ光マッセ！！ 
主催：Ｍプロジェクト実行委員会 

（構成団体）アメリカ村の会・戎橋筋商店街振興組合・心斎橋筋商店街振興組合・道頓堀商店会・大丸心斎橋店・髙島屋大阪店・南海電気鉄道㈱ 
（協賛団体）スイスホテル南海大阪・なんさん通り商店会・なんばマルイ・ヤマダ電機LABI1なんば・ニューオーサカホテル心斎橋   

＜縁起物イルミネーション（なんば戎橋筋商店街）＞ 
＜大阪・ミナミ光マッセ！！「光の杜」＞ 
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Welcoming あべてん「光の音色」2014（仮称） 
主催：Welcomingアベノ・天王寺キャンペーン事務局 

近畿日本鉄道株式会社・東急不動産株式会社・西日本旅客鉄道株式会社 

＜あべてん「光の音色」シンボルツリー（仮称）＞ 
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光のワンダーランド 
主催：光のワンダーランド実行委員会 

住之江区、アジア太平洋トレードセンター株式会社、さざんか花の町協議会、 
大阪エンタテイメントデザイン専門学校、相愛大学、森ノ宮医療大学 

＜ハートフルクリスマスツリー＞ 
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天保山イルミネーション 
主催：天保山イルミネーション実行委員会 

株式会社海遊館・築港.天保山にぎわいまちづくり実行委員会・花の海遊ロード美化協議会・大阪市交通局 

＜メインツリー＞ 
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400年の時を超え、大阪城が光り輝く 
大阪城3Dマッピングスーパーイルミネーション 

主催（共催）：大阪観光局・ハウステンボス株式会社 

＜特別協賛プログラム＞ 
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ＯＳＡＫＡ光の饗宴バル２０１４ 
（ＯＳＡＫＡ光バル） 
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「大阪・光の饗宴」初の観光商品 

飲食店舗のみを対象に各店に「OSAKA 
光バルプレミアムメニュー」として 
新メニューをご提供いただきます。 

プレミアムメニューが食べられる「バルバッジ」と割引などの特典満載な「バルブック」がセットになった「OSAKA光バル2014」 

01 アルチェントロ・マジーア 
02 インドレストラン ディワリ 福島店 
03 大阪土山人 
04 角座縁日 
05 カフェ ラ・ポーズ 
06 神宗 淀屋橋店 
07 旧ヤム邸 中之島洋館 
08 串あげもの 旬s JR大阪三越伊勢丹店 
09 グリル開花亭 
10 グロリアジーンズコーヒー 堂島クロスウォーク店 
11 高麗橋 吉兆 JR大阪三越伊勢丹店 
12 SAINT-LOUIS AMUSE 
13 四川料理 御馥 中之島ダイビル店 
14 スイスホテル南海大阪 イタリアン レストラン＆スカイ バー「タボラ36」 
15 鮨処 音羽 
16 STYLE DEE. 

OSAKA光バル2014（OSAKA光の饗宴バル2014）とは 

大阪・光の饗宴ロゴが入った「オリジナル缶バッジ」提示で、冬の大阪プレミアムメニュー
（有料）を堪能！「OSAKA光バル2014ブック」で街巡りを楽しみながら、お得な割引や特
典！冬の大阪の魅力が詰まった「缶バッジ」と「OSAKA光バル2014ブック」をセット販売。 

①プレミアムメニュー（特別メニュー）  ②飲食店舗サービス・特典メニュー ③ショッピングメニュー  ④大阪文化施設割引メニュー 
飲食店舗を対象に割引かプレゼント 
などの特典がもらえます。 

物販店舗を対象に割引かプレゼント 
などの特典がもらえます。 

大阪各所の文化施設の割引などが 
もらえます。 
■大阪府咲洲庁舎展望台 
■大阪市立科学館 等 

参加店舗抜粋 *2014.7.4現在 五十音順 

 
17 スパッカ アルバータ 
18 sfida la cima 
19 ダルマイヤー 
20 チャンチ ダイビル本館本店 
21 中国料理桃谷樓 JR大阪三越伊勢丹店 
22 de sign de > cafe 
23 桃龍園 RESTAURANT ONE WORLD 
24 ドノスティア 
25 にらめっ子 
26 Pier 34 North 
27 BAR BANKS 
28 ホテルモントレ ラ・スール大阪 フランス料理「エスカーレ」 
29 ホテルモントレ ラ・スール大阪 中国料理「彩雲」 
30 ホテルモントレ ラ・スール大阪 日本料理「隨縁亭」 
31 美々卯 三越伊勢丹店 

 
32 宮崎地鶏と旬菜 とり神楽 淀屋橋店 
33 モリタ屋 
34 リーガロイヤルホテル オールデイダイニング リモネ 
35 River Suite OSAKA 
36 ルポンドシエル 
37 レストランアラスカ フェスティバルタワー 

「遊べる」割引も拡大中 
 
大阪府咲洲庁舎展望台 
天王寺動物園 
大阪市立科学館 
大阪市立長居植物園 
OSAKA光バルクルーズ 等 

*クーポン割引参加施設等 


