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中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会

PRESS  Release 平成24年10月17日付

本年８月１日に発足した「中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会」では、地元企業
や地域が集い、中之島中西部（中之島２丁目～５丁目、福島１～２丁目周辺）を中之島ウエス
トエリアと称して、年間を通じエリアブランドの向上、来街者の誘客や地域活動の活性による
にぎわいの創出に取り組みます。その活動の一環として、『中之島ウエスト「冬ものがたり
２０１２」〜水と光のフェスティバルタウン〜』を今年初開催します。また10周年を迎える
「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス２０１２」とも連携いたします。

中之島と福島の間に流れる堂島川・ほたるまち港を中心に、水都大阪ならではの風景を活か
した水と光のエンターテイメントをメインプログラムとし、本エリア内の各施設では様々な
イルミネーション装飾やイベントを開催します。中之島ウエストの街あるきをお楽しみくだ
さい。イベントの詳細は別紙のとおりです。

地域力が集い、水と光とまちが一体化する
中之島ウエスト「冬ものがたり２０１２」初開催！

【構成メンバー】
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中之島ウォーターファンタジア/ほたるまち・光絵画 イメージパース



中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会 （別紙１）

◎開催概要
■開催期間： ２０１２年１１月２８日（水）～１２月２５日（火）

メインプログラム１２月１４日（金）～１２月２５日（火）
（メインプログラムオープニング式典 １２月１４日（金）１８：００～※ほたるまち港）

■主 催：中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会
■後 援：大阪府・大阪市（申請中）

◎全体プログラム
（１）メインプログラム ２０１２年１２月１４日（金）～１２月２５日（火）

ほたるまち港をメイン会場に、水と光とまちが一体化

①水と光のエンターテイメント「中之島ウォーターファンタジア」

②水辺に浮かぶ巨大な光のアート「ほたるまち・光絵画」

③光のフェスティバル＝フェスティバルタワー開業記念プログラム＝

④水辺に広がる光と食のパーク「ほたるまち・リバーマーケット」
＜プログラム①＞

●ほたるまち・リバーマーケット『Xmas  Smart Food fair』
＜プログラム②＞

●ＡＢＣ女子アナスイーツ部とコラボ!
「ほたるまち・リバーマーケット 限定スイーツ」登場！

＜事業連携＞
●「中之島にぎわいの森プロジェクト」＝シンボルツリー(イルミネーションツリー)＝

（２）エリアプログラム ２０１２年１１月２８日（水）～１２月２５日（火）
クリスマスの祝祭を彩る「中之島ウエスト・フェスティバルイルミネーション」

①「フェスティバル・リングツリー」＝中之島ダイビル会場＝

② 「フェスティバル・Cour de lumière（クール・デ・ルミエール） 」
＝堂島クロスウォーク前広場会場＝

③「フェスティバル・ステーション」＝京阪中之島駅コンコース会場＝

（３）「ビルディングライトアッププログラム」

Ⅰ.「Osaka Buillumination２０１２」中之島三井ビルディング ビルミネーション2012

Ⅱ 、中之島フェスティバルタワー・レリーフのライトアップスタート



中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会 （別紙２）

（４）イベントプログラム （協働事業）

①中之島ミュージックフェスティバル（主催：中之島フェスティバルタワー）
開催日時：２０１２年１２月１日（土）～２５日（火）の間の土・日曜・祝日

１４：００～、１６：００～の１日２回（１回約２０分）
開催場所：中之島フェスティバルタワー1Fエントランス

②中之島ダイビル＠ほーむ寄席12ｔｈ（主催：中之島ダイビル）
開催日時：２０１２年１２月１４日（金）１８：４５～１９：３０
開催場所：中之島ダイビル１Ｆエントランスホール

③フェスティバルホールへのメッセージ ＝開幕のプレリュード＝
（主催：中之島フェスティバルタワー）

開催日時：２０１２年１１月２８日（水）～１２月２９日（土）
１０：００～２１：００

開催場所：中之島フェスティバルタワー２階ホール・エントランスロビー

（５）中之島ウエストまち遊びプログラム

①水辺のまちでおいしいまち遊び！電話予約でお得なサービス満載！
「中之島ウエスト限定リザーブクーポン」

特典対象期間：２０１２年１１月２８日（水）～２０１３年１月末

②中之島ウエスト・まち歩きキーワードラリー
応募期間：２０１２年１２月１４日（金）～１２月２５日（火）

■本プレスに添付しております写真・及びパースは、連絡会公式ホーム
ページ【メディアリリース】ページからダウンロードいただけます。

http://www.nakanoshima-west.jp/index.html

■メインプログラムオープニング式典及びその他詳細プログラムは
１２上旬ごろにプレス発表予定です。



中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会 （別紙３）

（１）メインプログラム
ほたるまち港をメイン会場に、水と光とまちが一体化

①水と光のエンターテイメント
【中之島ウォーターファンタジア】

福島1丁目のほたるまち港を舞台に、川の水を利用した噴水が打ちあがり、光と音楽と
シンクロしたエンターテイメントを初めて開催します。
この演出では、大阪府大阪市のご協力により、ほたるまち港西にかかる『玉江橋』のライ
トアップ演出ともコラボレーションします。またイルミネーションクルーズに乗って
川からもご覧いただくなど、水都大阪ならではの水辺空間を演出します。

■開催期間 ２０１２年１２月１４日（金）～２５日（火）
■開催時間 １８：００～２１：００（1回約5分のショー・1時間数回）
■開催場所 ほたるまち港：京阪中之島駅下車 徒歩3分
※事業協力 大阪府・大阪市・大阪シティクルーズ推進協議会

中之島ウォーターファンタジア

大阪市橋梁：玉江橋ライトアップ

光の水都ルネサンスボート2012
(主催：大阪シティクルーズ推進協議会）



中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会 （別紙４）

②水辺に浮かぶ巨大な光のアート
【ほたるまち・光絵画～時を経て・愛おしさへ～】

ほたるまち港を背景に、ビルの壁面をスクリーンとした高さ約４０ｍの大迫力の
光のアートを開催します。
まちと人が育んできた長い歴史とそれを愛する心を表現した、ストーリー性ある
作品として、音楽と映像の優しいコラボレーションをご覧いただきます。

■開催期間 ２０１２年１２月１４日（金）～２５日（火）
■開催時間 １８：００～２１：００（1回約5分のショー・1時間数回）
■開催場所 ほたるまち港北側/朝日放送南東壁面：京阪中之島駅下車 徒歩3分

③【光のフェスティバル ＝フェスティバルタワー開業記念プログラム＝（協働事業）】
中之島２丁目に新たに生まれる中之島フェスティバルタワーの開業を記念し、１３Fスカイ
ロビーの窓をスクリーンに、実際の夜景とシンクロするリアルな夜景映像をプロジェクター
投射。まるで窓越しから見えているような夜景を舞台に,「楽譜や音符」「バレリーナ」
など、来年４月に開業するフェスティバルホールならではの芸術モチーフが「光」と共演
します。（主催：中之島フェスティバルタワー）

■開催期間 ２０１２年１２月１４日（金）～２５日（火）
■開催時間 １８：００～２１：００（1時間に4回のショー）
■開催場所 中之島フェスティバルタワー１３Ｆスカイロビー

ほたるまち・光絵画の１シーン

光のフェスティバルイメージパース



中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会 （別紙５）

④水辺に広がる光と食のパーク【ほたるまち・リバーマーケット】
ほたるまち港の北方に広がる『福島浜緑道」に、イルミネーションアーチをシンボルと
してキッチンカーなどが立ち並ぶ憩い空間として開催いたします。
また、港から階段を上がったＡＢＣリバーデッキでは、イベント限定スイーツやホット

ドリンクをご用意し、ベンチに座って『光絵画』と共にお楽しみいただけます。

■開催期間 ２０１２年１２月１４日（金）～２５日（火）
■開催時間 １１：００～２１：３０（ライトアップは１８：００～２１：３０）
■開催場所 ほたるまち港北・福島浜緑道及びＡＢＣリバーデッキ

＜プログラム①＞
ほたるまち・リバーマーケット『Xmas  Smart Food fair』

イルミネーションクルーズや光絵画などを見ながら食べたり飲んだりを楽しむキッチン
カーが集まったスマートフードフェアを開催します。

＜プログラム②＞（協働事業）
ＡＢＣ女子アナスイーツ部とコラボ!
「ほたるまち・リバーマーケット 限定スイーツ」登場！

ＡＢＣアナウンサーの中でも特にスイーツ好きが集まって結成された女子アナスイーツ
部！【スイーツ部長：小寺右子（こてらゆうこ）アナ他】彼女らと、ほたるまちの人気
イタリアン「クッチーナマジーア」とがコラボして作った『冬ものがたり２０１２』限定
スイーツが「ほたるまちリバーマーケット」に登場！
ＡＢＣリバーデッキで、美しい光絵画と美味しいスイーツをご堪能ください。

（主催：朝日放送）

■販売期間：２０１２年１２月１４日（金）～１６日（日）
及び２２日（土）～２５日（火）

■販売場所：ＡＢＣリバーデッキ

協力：イタリアンレストラン「クッチーナマジーア」

イメージ

小寺右子アナウンサーイタリアンレストラン「クッチーナマジーア」



中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会 （別紙６）

＜事業連携＞
「中之島にぎわいの森プロジェクト」＝シンボルツリー（イルミネーションツリー）＝

２０１２年１１月１１日（日）に初お目見えする「中之島にぎわいの森シンボルツリー」
八軒家浜、中之島バンクスに引き続き3本目がほたるまちに登場します。

事業主体：大阪府

八軒家浜 イルミネーションツリー中之島バンクス イルミネーションツリー

大阪府では、みどりを活かした都市づくりとして、中之島の堂島川の川辺をみどりと

遊歩道でつなぎ、水辺の親水性を活かしつつ河川沿いの回遊性を高めるとともに、

みどり豊かな空間の中に、にぎわい創出する「中之島にぎわいの森プロジェクト」に

取り組んでいます。

このプロジェクトに賛同する『DREAMS COME TRUE（ドリームズ・カム・トゥルー）』と

は、過去2ヵ年に渡り川沿いにコラボレーションツリー（中之島にぎわいの森シンボル

ツリー）を植樹するなど水辺のみどりやにぎわいづくりを進めてきました。

大阪府では今年も引き続き、ほたるまちでシンボルツリーを植樹しイルミネーションで

飾るプロジェクトに取り組みます。



（別紙７）

（２）エリアプログラム（協働事業）

クリスマスの祝祭を彩る
「中之島ウエスト・フェスティバルイルミネーション」

中之島ウエストエリアでは、「フェスティバル」をテーマに、まちなかに祝祭の光が
広がる様々なイルミネーションが飾られます。

■開催期間 ２０１２年１１月２８日（水）～１２月２５日（火）
■開催会場 中之島ダイビル・堂島クロスウォーク前広場・京阪中之島駅コンコース

※開催時間などは施設により異なります。

①「フェスティバル・リングツリー」＝中之島ダイビル会場＝

中之島ダイビルのエントランスホールに登場する
フェスティバル・リングツリー。
恋人たちのクリスマスのために、ひときわ大きな
リングをモチーフにオリジナルツリーを設置します。
また１２月１７日（月）～２５日（火）の期間は
ツリーと共に、ジャズやクラシックの生演奏を
お楽しみいただけます。
※毎日１８：００に点灯シーンを演出します。

（主催：中之島ダイビル）

■開催時間：１８：００～２３：００

②「フェスティバル・Cour de lumière（クール・デ・ルミエール）』
＝堂島クロスウォーク前広場会場＝

堂島クロスウォーク前の広場は、シックなブルーとホワイトのイルミネーションに
彩られ、ボリュームたっぷりのリボンと贅沢なオーナメントをまとった光の中庭に
姿を変えます。
中庭の中央には、座って記念撮影ができる光のトナカイとソリを配し、ロマンチック
なクリスマスの思い出を演出します。(主催：堂島クロスウォーク）

■開催時間：１８：００～２３：００

イメージ

イメージ

中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会



（別紙８）

③「フェスティバル・ステーション」＝京阪中之島駅コンコース会場＝

中之島ウエスト「冬ものがたり2012」会場の最寄り駅、大阪国際会議場前に位置する
京阪電車 中之島駅。駅ならではの電車グッズを使った装飾やメイン会場へ続く
コンコースの直線を彩るイルミネーション装飾など、子供から大人までが楽しめる
駅らしい演出でご来街者をお迎えします。 （主催：京阪電気鉄道株式会社）

■演出時間：１７：００～２３：００（予定）

（３）「ビルディングライトアッププログラム」
多くのビル群が広がる中之島ウエストエリアでは、ビル自体が中之島の風景を形成して
います。街の個性となった風景に、特別感を加え来街者をお出迎えします。

①. Osaka Buillumination２０１２
大阪・中之島三井ビルディング ビルミネーション２０１２

毎年クリスマスに中之島三井ビルディングでは、ビル東側壁面を利用し、各窓に配置
されているブラインドの開閉によって図柄を描き出す「ウィンドウアート」を開催。
図柄は複数の候補の中からオフィスワーカーの投票で選ばれ、当日はテナント各位の
ご協力をいただき、ビルスタッフがビル内を奔走しブラインド一枚一枚の開閉を手作
業で行います。実施を重ね、ビジネス拠点「中之島」のクリスマスを彩る風物詩として
11年目の開催をいたします。（主催：中之島三井ビルディング）

■開催日時：２０１２年１２月２５日（火）日没～２１：００

２０１１年度写真

イメージパース

中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会



（別紙９）

②. 中之島フェスティバルタワー・レリーフのライトアップスタート

中之島フェスティバルタワーの南壁面を彩るレリーフ『牧神、音楽を楽しむの図』は、

1958年から旧フェスティバルホールのシンボルとして、半世紀にわたり中之島らしい風景

として多くの市民に親しまれてきました。新たに生まれ変わる２０１３年4月１０日の

オープンに先駆け、レリーフのライトアップがスタートします。

錦橋のライトアップとの一体感では新たな中之島らしい風景を醸し出してくれます。

（主催：中之島フェスティバルタワー）

■点灯日時：２０１２年１１月２８日（水）日没～２３：００

（４）イベントプログラム（協働事業）

① 中之島ミュージックフェスティバル

フェスティバルホールのエントランスへと続く大階段を舞台に、12月の週末、ＯＳＫ日本
歌劇団のオリジナルレビュー（毎週土曜日）をはじめ、クラシックやジャズなどの幅広い
ジャンルのステージを展開します。自由観覧。（主催：中之島フェスティバルタワー）

■開催日時：２０１２年１２月１日～２５日の間の土・日曜・祝日（計１０日間）
１４：００～、１６：００～の１日２回（１回約２０分）

■開催場所：中之島フェスティバルタワー１Ｆエントランス

中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会

土佐堀川から臨む・錦橋とレリーフライトアップ写真

大階段



（別紙１０）

② 中之島ダイビル＠ほーむ寄席１２th

今年で１００周年を迎える「よしもと」と「ダイビル」のコラボレーションで、
「＠ほーむ寄席」を中之島ダイビルにて毎月開催しています。
クリスマスの今回は、中之島ウエスト「冬ものがたり２０１２」オープニングに
合わせて、豪華ゲストによるスペシャルバージョンでお送りします。
お笑いライブを無料でお楽しみください。
（主催：中之島ダイビル）

■開催日時：２０１２年１２月１４日（金）１８：４５～１９：４５
■開催場所：中之島ダイビル１Ｆエントランスホール
■出演者 ：笑い飯、和牛、もりやすバンバンビガロ、矢野・兵動

③ フェスティバルホールへのメッセージ～開幕のプレリュード～

２０１３年４月１０日こけら落しを予定しているフェスティバルホールゆかりの
アーティストや、新ホールでも公演予定のあるアーティストの皆様からメッセージを
いただき、新ホールの開業を待ち望まれているファンの方々に向けたメッセージを
フェスティバルホールに関するエピソードとともにパネル展示します。
クラッシクからポップスまで幅広いジャンルから３０人を超えるアーティストが熱い
思いを寄せてくれています。意外なエピソードにもご注目ください。

■開催日時：２０１２年１１月２８日（水）～１２月２９日
１０：００～２１：００

■開催場所：中之島フェスティバルタワー２階ホール・エントランスロビー ※入場無料

≪寄稿いただいたアーティスト（順不同）≫
下野竜也／佐渡裕／佐藤しのぶ／錦織健／布施明／さだまさし／谷村新司／南こうせつ
矢野顕子／綾戸智恵／熊川哲也／野村萬斎／山口祐一郎／藤井フミヤ／沢田研二
高橋真梨子／郷ひろみ／鈴木雅之／中島みゆき／浜田省吾／山崎まさよし／松山千春
スピッツ／葉加瀬太郎

笑い飯 和牛 矢野・兵動もりやすバンバンビガロ

フェスティバルホールエントランス写真
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（別紙１１）

（５）中之島ウエスト・まち遊びプログラム

「まち歩き」と「まちを楽しむ】をおすすめしている中之島ウエストでは、来街者が楽しめ
てお得なプログラムをご用意して皆様をおもてなしいたします。

① 水辺のまちでおいしいまち遊び！電話予約でお得なサービス満載！
「中之島ウエスト限定リザーブクーポン」

中之島ウエスト冬ものがたりの公式パンフレットに掲載されている各お店を対象に、
電話で来店予約をすると、素敵な特典が受けられる特別限定企画を開催します。

■特典対象期間：２０１２年１１月２８日（水）～２０１３年１月末

② 中之島ウエスト・まち歩きキーワードラリー

メインプログラム開催期間限定でエリア内にあるご案内サインに一文字づつ書かれた
ひらがなを集めて、会場を巡っていただくプログラムを開催。
集まったひらがなから成るキーワードを、冬ものがたり公式パンフレットの応募用紙に
記載し、ほたるまち会場の応募BOXに投函すると抽選で素敵なプレゼントが当たります！

■応募期間：２０１２年１２月１４日（金）～１２月２５日（火）
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