
2021年11月10日

大阪・光の饗宴実行委員会

「大阪・光の饗宴2021」
プログラムの一部変更について【第二報】
令和3年10月28日（木曜日）に報道提供しました「大阪・光の饗宴2021」について、一部プログラ

ムの変更がありましたのでお知らせします。

〇御堂筋イルミネーション2021、OSAKA光のルネサンス2021、エリアプログラムに関すること
大阪・光の饗宴実行委員会事務局 （電話）06-4391-0120

大阪・光の饗宴公式ホームページ：https://www.hikari-kyoen.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

ページ12
OSAKA光のルネサンス2021 カフェ英國屋開催時間

（変更前） （変更後）
・8時30分から21時まで ・11時から21時まで
※土曜日と日曜日は16時から21時 ※土曜日と日曜日は16時から21時

同時資料提供
大阪府政記者会
大阪市政記者クラブ
大阪経済記者クラブ
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修正箇所
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開催概要

人々の想いをつなぐ光のシンボルストリート

御堂筋イルミネーション2021

大阪のシンボルストリート御堂筋。梅田から難波までの区間がイルミネーションで
きらめきます。

今年も色彩が変化するフルカラーLEDを装飾し、冬の御堂筋を華やかに彩ります。
ぜひご期待ください！

※全長約4㎞という世界的スケールの光の道は2015年1月に世界記録として認定されまし
た。

2014年度

世界記録
認定

開催日程：2021年11月3日（水曜日・祝日）～ 12月31日（金曜日） 59日間

点灯時間：17:00頃～23:00

開催場所：御堂筋（阪神前交差点～難波西口交差点）

★御堂筋イルミネーション2021イメージパース

1. コアプログラム：御堂筋イルミネーション2021



Page 3

プログラム紹介：色彩の変化が楽しめる樹木イルミネーション

OSAKA
光のルネサンス

国道２号線

土佐堀通

中央大通

長堀通

千日前通

阪神前

梅田新道

梅新南

大江橋北詰

淀屋橋

久太郎町３

新橋

難波

難波西口

水都ブルー

桜色

桜色ミックス

桜色

ゴールドミックス

ブルーミックス

パープルミックス

�

�

大阪市役所
正面玄関前広場

難波駅前広場

� はフォトモニュメントスポットです

桜色ミックスゾーン（久太郎町３から新橋）では、今年も色彩が変化するフルカラーLEDを装飾し、冬

の御堂筋を華やかにいろどります。

さらに、ゾーンごとに異なる色の重なりを楽しんでいただけるよう、６種類のカラーで各ゾーンを染め

上げます。動画や写真を撮りながら、様々な表情を見せる御堂筋をぜひ歩いてみてください。

桜色ミックス[久太郎町３～新橋]

水都ブルー[阪神前～梅田新道] 桜色[梅田新道～大江橋北詰]

ブルーミックス[淀屋橋～久太郎町３]

ゴールドミックス

[新橋～御堂筋三津寺町] パープルミックス[難波～難波西口]

1. コアプログラム：御堂筋イルミネーション2021

御堂筋三津寺町
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プログラム紹介：通常コンテンツ

御堂筋の沿道ビルや社寺等もライトアップします。

イルミネーションとともに街歩きをお楽しみください。

沿道コンテンツビルファサードライトアップ

(宣材提供不可)

プロポーズや
記念日の思い出に♪

ご応募いただいた方のメッセージが書き込まれたプレートを、御堂筋歩道のイチョウの木に取り

付けます。

大切な人へのメッセージ、記念日の思い出や頑張る人へのメッセージが、光輝くプレートとなっ

て御堂筋を彩ります。

△イメージ

OSAKA
光のルネサンス

国道２号線

土佐堀通

中央大通

長堀通

千日前通

阪神前

梅田新
道

梅新南

大江橋
北詰

淀屋橋

船場中
央３

新橋

難波

難波西
口

1. コアプログラム：御堂筋イルミネーション2021

「マイメッセージツリー」

★マイメッセージツリー イメージ画像

🏢

(宣材提供不可)

梅田吸気塔

🏢

🏢 🏢🏢 🏢

🏢 🏢

🏢

🏢

ヒューリック大阪ビル

大阪ガス御堂筋東ビル

京阪神御堂筋ビル

大阪ガスビル

損保ジャパン大阪ビル
銀泉備後町ビル

本願寺津村別院（北御堂）

南海難波ビル

ホテル日航大阪

難波神社

本町南ガーデンシティ

本町ガーデンシティ

🏢
🏢🏢
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プログラム紹介：スペシャルコンテンツ

難波駅前広場に、思わず写真に撮りたくなるようなフォトモニュメントが登場。

樹木イルミネーションとともにSNS映えする写真を撮り、思い出を世界に届けてみてください。

写真スポットフォトモニュメント

子ども参加型プログラム「こどもぎゃらりー」

今年度の初の試みとして、御堂筋近隣の小学校にご協力いただき、「こどもぎゃらりー」と題し

て大阪の伝統張子である虎張子へ自由にデザインを施していただいたもの約400個を設置する予

定です。

△イメージ

《設置エリア》

△イメージ

1. コアプログラム：御堂筋イルミネーション2021

OSAKA
光のルネサンス

国道２号線

土佐堀通

中央大通

長堀通

千日前通

阪神前

梅田新
道

梅新南

大江橋
北詰

淀屋橋

船場中
央３

新橋

難波

難波西
口
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開催概要

2. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2021

19年目を迎えるOSAKA光のルネサンスは、「再生」（Re：再び＋naissance：誕生）を意味する
「ルネサンス（Renaissance）」から着想を得て、明るい大阪を再び誕生させるのは「あなた自
身」（YOU）と考え、「Re：再び」に「YOU：あなた自身」をつけた「RE-YOU：あなた、再び。
あなたは未来の理由」をコンセプトに水都大阪のシンボル中之島に広がる水辺の風景を活かした光
のプログラムを展開します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から密集・密接を避けながらも、市民のシビックプライ
ドを醸成するおもてなしあふれる開催をめざします。

開催日程：2021年12月14日（火曜日）～12月25日（土曜日） ※12日間
開催時間：17:00～22:00（一部コンテンツは～23:00）
一部点灯期間：11月３日（水曜日・祝日）～12月13日（月曜日）、

12月26日（日曜日）～12月31日（金曜日）
一部点灯時間：17:00～23:00
（一部点灯コンテンツは、大阪市役所正面イルミネーションファサードと大阪市役所正面フォトモニュメント、

中之島イルミネーションストリート）

開催場所：大阪市役所周辺～中之島公園（難波橋以西）

最寄駅 ：Osaka Metro・京阪「淀屋橋駅」「北浜駅」、京阪「なにわ橋駅」

＜会場MAP＞

中之島の水辺に広がる「光のアート」

OSAKA光のルネサンス2021

①大阪市役所正面イルミネーションファサード
②大阪市役所正面フォトモニュメント
③中之島イルミネーションストリート
④ SOOTHING LIGHT 
⑤RE-YOU STREET
⑥UMEDA MEETS HEART2021連携

BIGスノーマン in 中之島

⑦大阪芸術大学学生制作
希求の唄 vol.2 ～with corona コロナ禍の中で～

⑧「高知 光のフェスタ 2021」連携
DANDELION PROJECT

⑨大阪・光の饗宴2021PRコーナー
⑩カフェ英國屋
⑪中之島ウエスト・冬ものがたり2021連携
まちなかサンタめぐり

今年度は、中央公会堂壁面プロジェクションマッピングを実施しません。
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プログラム紹介：メインプログラム

△イメージ

コンセプトは”ひろがる絆”。光の線が表すのは“人と人とのつながり”であり、八角形の明かりの中心には「大阪・光
の饗宴」のロゴが浮かび上がります。水都大阪の水と人の温かさ、そして未来を感じてください。

開催日程：2021年11月3日（水曜日・祝日）～12月31日（金曜日）

開催時間：17:00～23:00

開催場所：大阪市役所正面

①大阪市役所正面イルミネーションファサード

2. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2021

例年、大阪市役所前に設置され大好評だったフォトモニュメントが生まれ変わって登場します。人と支えあってき
たまち「大阪」を装い新たに漢字で表現しています。背景は大阪市役所正面イルミネーションファサードの8角形に
ちなんで８の倍数で骨組みを組み、水都大阪を感じさせる水色をベースに、大阪城の復興（今年で90周年）の様子
を想起させ、人と大阪城の間に存在した「支えあい」を描くことで、人が何かを支えこれからも歩んでいく姿を表
現します。

開催日程：2021年11月3日（水曜日・祝日）～12月31日（金曜日）

開催時間：17:00～23:00

開催場所：大阪市役所正面

②大阪市役所正面フォトモニュメント

△イメージ
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プログラム紹介：メインプログラム

2. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2021

スージング ライト

④ SOOTHING LIGHT

イルミネーションストリートを抜けると、中之島通に向かって地面の色が変化します。ライトの色は中之島通と連動
しており、進行方向に進みたくなる工夫をしています。いつもとは少し違った空間をお楽しみください。

開催日程：2021年12月14日（火曜日）～12月25日（土曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：大阪市中央公会堂南側

△イメージ
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19回目の開催となるOSAKA光のルネサンスを象徴する、全長約150ｍのケヤキ並木のイルミネーションストリート。
クリスマスの雰囲気を感じるきらびやかな光で、幸せを願う気持ちとともに誰かとともに未来へ向かうひと時を照ら
します。

開催日程：2021年11月3日（水曜日・祝日）～12月31日（金曜日）

開催時間：17:00～23:00

開催場所：みおつくしプロムナード

※今年度も、音と光の演出は実施しません。

③中之島イルミネーションストリート

△イメージ



プログラム紹介：メインプログラム

OSAKA光のルネサンス2021では歩行者空間化された中之島通を「RE-YOU STREET（リユウストリート）」と名
付け、「WALL ALONG（ウォールアロング）」「SAMPO_MAPP（サンポマップ）」「LIGHT NAISSANCE（ラ
イトネサンス）」の3つのコンテンツで構成します。
3つのコンテンツに共通するのは「あなたが歩いていくことが誰かの未来になる」こと。自分が歩いた記録（人影）
が、誰かの未来と寄り添って進んでいく瞬間となり東洋陶磁美術館の壁面に投影されるなど、先へと歩きたくなる仕
掛けが“あなたが未来へ向かって歩くことで、あなたが誰かの未来になる”「RE-YOU STREET」の誕生です。

リ ユウ ストリート

⑤RE-YOU STREET

2. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2021
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開催日程：2021年12月14日（火曜日）～12月25日（土曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：中之島通

■WALL ALONG

東洋陶磁美術館の壁面に投影される歩き続ける「ヒトカゲ」や、

大阪城復興を想起させる生命力を横目で感じながら幻想的な音の

ほうへ歩いて行きます。

この「ヒトカゲ」は、この先の、LIGHT NAISSANCE （ライト

ネサンス）を実際に歩いている人の動きからリアルタイムデータ

でつくられる姿を投影し、先にいる人と一緒に、同じ場所を同時

刻に歩きます。 誰かの「再生」でもあり、自分が未来の理由にな

ることを感じます。

■SAMPO_MAPP

親子でたのしむアートプログラムとして「こども本の森 中之島」

の壁面にこどもたちに描いてもらった絵を、アニメーション化し

たものを投影します。今回のテーマは、「こども本の森 中之島」

の12の選書テーマより「世界・日本・大阪」をピックアップ。未

来を担うこどもたちの絵が、プロジェクションマッピングで投影

されいきいきと動き出し、明るい希望の光が街を照らします。

※新型コロナウイルスの感染予防に配慮し、参加は事前予約制と

なります。

■LIGHT NAISSANCE

空間を照らすライトアップ、音楽と声を出すオブジェを設置し、

センサーで、歩く人をキャッチして、「RE-YOU完了」を告げるロ

ボットボイスとともに、WALL ALONGへヒトカゲをおくります。

そして、華やかな気持ちなる心地よい音楽とともに、大阪・光の

饗宴へとみなさまを連れ出します。

WALL ALONG

△作品のイメージ

SAMPO_MAPP

LIGHT NAISSANCE

△イメージ

△イメージ



プログラム紹介：メインプログラム

2. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2021

開催日程：2021年12月18日（土曜日）、19日（日曜日）

25日（土曜日）

開催時間：・11:30～13:00

・13:30～15:00

・15:30～17:00

開催場所：こども本の森ワークショップスペース

対 象 ：5～12歳

定 員 ：各回８名

※事前に申し込みが必要です。

申込方法については決定次第、

大阪・光の饗宴ホームページにて掲載いたします。

Page 10

△過去の様子

「UMEDA MEETS HEART2021」と連携して、中之島にBIGスノーマンとco-BIGスノーマンの親子が登場。梅田

から中之島に遊びにやって来るかわいい雪だるまの親子と記念撮影をぜひ！

開催日程：2021年12月14日（火曜日）～12月25日（土曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：大阪市中央公会堂東側

※雨天・強風中止

UMEDA MEETS HEART2021連携

⑥BIGスノーマン in 中之島

SAMPO_MAPP ワークショップ

「こども本の森 中之島」を利用するこどもたちが描いた絵を、「OSAKA光のルネサンス2021」のコンテンツ

SAMPO_MAPPを実施する「こども本の森 中之島」に投影します。

【新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組み】

・マスクの着用

・手指消毒

・検温の実施

・参加児童１人につき、保護者１名



プログラム紹介：メインプログラム

2. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2021

コロナ禍で私たちが経験している苦しい時間も、必ず私たちの未来を明るくする道となることを、力強く海を泳ぐク
ジラのオブジェで表現します。

開催日程：2021年12月14日（火曜日）～12月25日（土曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：大阪市中央公会堂東側

ききゅう うた

⑦大阪芸術大学学生制作「希求の唄 vol.2」~with corona コロナ禍の中で～

△イメージ
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⑧DANDELION PROJECT

「高知 光のフェスタ 2021」連携

高知県全域で展開される「高知 光のフェスタ 2021」。そのメインイベント「NAKED FLOWERS -高知城-」で展
示予定の「DANDELION」が中之島公園にも登場します。タンポポに息を吹きかけると、ネットワークを通じて世
界中に綿毛が舞い花を咲かせます。あなたの願いを綿毛に乗せて、世界に花を咲かせましょう。

開催日程：2021年12月14日（火曜日）～12月25日（土曜日）

開催時間：17:00～22:00

開催場所：中之島公園レストラン西側

△過去開催時の様子



プログラム紹介：注目イベント

2. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2021

⑩カフェ英國屋

大阪市役所1階市民ロビーのカフェ英國屋が、「OSAKA光のルネサンス」開催期間に合わせて営業時間を変更。タピ
オカミルクティーなどの人気メニューと共にお過ごしください。

開催日程：2021年12月14日（火曜日）～12月25日（土曜日）

開催時間：11:00～21:00

※土曜日・日曜日は16:00～21:00

開催場所：大阪市役所1階 市民ロビー

ブレンドコーヒー・・・・300円

英國屋ブレンドティー・・300円

タピオカミルクティー・・450円 など
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⑨大阪・光の饗宴2021 PRコーナー

「大阪・光の饗宴」のコアプログラム、エリアプログラムの情報発信を行うコーナー。ポスターやガイドブックを設
置し各プログラムの内容を紹介します。

開催日程：2021年12月14日（火曜日）～12月25日（土曜日）

開催時間：9:00～22:00

※土曜日・日曜日は16:00～22:00

開催場所：大阪市役所1階 正面玄関ホール

△一昨年度の様子

⑪まちなかサンタめぐり

中之島ウエスト・冬ものがたり2021と連携し、大阪芸術大学の学生がデザインした様々な国をイメージしたサンタ
クロース。大阪市役所１階にもそのうち1体が登場。中之島ウエストエリアの7会場とあわせてめぐると応募できる
キーワードラリーも同時に開催します。

開催日程：2021年12月10日（金曜日）、12月13日（月曜日）

開催時間：9:00～17:30

開催日程： 2021年12月14日（火曜日）～12月25日（土曜日）

開催時間：9:00～22:00

※土曜日・日曜日は16:00～22:00

開催場所：大阪市役所1階 正面玄関ホール

中之島ウエスト・冬ものがたり2021連携

△参考画像
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3．エリアプログラム

大阪各所へ広がる「光の輪」
大阪府域で地域活性化に取り組む団体等が実施する、地域の個性を活かした魅力あふ
れる光のプログラムが一体となって冬の大阪を盛り上げる「エリアプログラム」

今年は16団体17プログラムが参加！

大阪が明るく元気になるよう、一丸となって“希望の光”を発信します。

12

3

4
5

6

7

8

9

10

15

12

16

■大阪市内（7団体）
①UMEDA MEETS HEART 実行委員会

②梅田スカイビル クリスマス連絡会

➂中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会

④Mプロジェクト実行委員会

⑤Welcoming アベノ･天王寺キャンペーン事務局

⑥大阪ベイタワー ウインターイルミネーション2021委員会

⑦築港･天保山ウィンターイルミネーション実行委員会

■大阪府域（9団体）
⑧いばらきイルミフェスタ実行委員会

⑨大東市イルミネーションイベント実行委員会

⑩堺市中心市街地活性化協議会

⑪環濠イルミネーション連絡会

⑫羽曳野市

⑬桜まつり実行委員会

⑭和泉市

⑮木楽座ストリート組合

⑯りんくうまちづくり協議会

３．エリアプログラム（16団体17プログラム）が決定！

11

14

13



3．エリアプログラム

大阪市内

大阪城エリア
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開催日時：2021年11月19日（金曜日）～2021年12月25日（土曜日）
開催場所：梅田阪急ビル1階南北コンコース

梅田エリア 主催：UMEDA MEETS HEART 実行委員会

UMEDA MEETS HEART 2021

「BELL の CONCERTO」

©MIRRORBOWLERS ©KLOKA

３．エリアプログラム（16団体17プログラム）が決定！

梅田スカイビルより、コロナの収束を願いを込めて、光り輝くクリスマスツリーをお届けします。
※ドイツクリスマスマーケットは開催中止です。

開催日時：2021年11月19日（金曜日）～2021年12月25日（土曜日）
開催場所：新梅田シティ1階ワンダースクエア内

梅田エリア 主催：梅田スカイビル クリスマス連絡会

梅田スカイビル クリスマス 2021

梅田スカイビル クリスマスツリー

世界を旅する巨大なアヒルがキュートな姿でお出迎え！
中之島ウエスト・ラバー・ダック2021

開催日時：2021年12月10日（金曜日）～12月25日（土曜日）
(ライトアップは17:00～21:00)

開催場所：大阪・福島(ほたるまち)港

中之島エリア 主催：中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会

中之島ウエスト・冬ものがたり2021

中之島ウエスト・ラバー・ダック2021

音と共に美しく青く輝く「光の滝」
9階から2階まで連なる光は圧巻です。
（※この他、７つのイルミがミナミを彩ります。）

開催日時：2021年11月5日（金曜日）～2022年2月20日（日曜日）
開催場所：なんばパークス

（戎橋筋商店街・心斎橋BIGSTEP・高島屋大阪店・とんぼりリバーウォーク
・なんばCITY・なんばスカイオ・難波センター街）

ミナミエリア 主催： Mプロジェクト実行委員会

まいどおおきに! 大阪ミナミ光マッセ！

光の滝

コンチェルト（協奏曲）の旋律をイメージしたベルが登場！
ベルの優しい光が梅田阪急ビル南北コンコースに訪れる人々に希望を与え、
未来を照らします。



３．エリアプログラム（16団体17プログラム）が決定！

3．エリアプログラム

アベノ・天王寺エリアを光のモニュメントで彩ります。

開催日時：2021年11月1日（月曜日）～2022年1月31日（月曜日）
開催場所：天王寺公園エントランスエリア「てんしば」

あべの・天王寺エリア 主催：Welcoming アベノ・天王寺キャンペーン事務局

Welcoming アベノ・天王寺キャンペーン

Welcoming あべてんウィンタープレゼント 2021

開催日時：2021年12月1日(水曜日)～2022年1月31日(月曜日)
11時～22時

開催場所：大阪ベイタワー アトリウム(2階)

弁天町エリア 主催：大阪ベイタワー ウインターイルミネーション2021委員会

大阪ベイタワー ウインターイルミネーション2021

大阪ベイタワー
音と光のウインターイルミネーション2021
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音と光の幻想的なハーモニー。
心温まる優しいイルミネーションをお楽しみください。

開催日時：2020年11月上旬～2021年2月下旬
17:00～20:00

開催場所：赤レンガ倉庫エントランス、大観覧車 他

天保山エリア

海遊館エリアからまちなか、そして赤レンガ倉庫エリアをイルミネーション
でつなぎ、「まちがまるごとダイヤモンド」としてまち全体が輝きます。

開催日時：2021年11月上旬～2022年2月下旬（予定）
開催場所：花の海遊ロード、海遊館エリア、大観覧車、その他

天保山エリア 主催：築港・天保山ウィンターイルミネーション実行委員会

築港・天保山ウィンターイルミネーション

開催日時：2021年11月1日（月曜日）～2022年1月31日（月曜日）
開催場所：赤レンガ倉庫エリア

２.赤レンガ倉庫クラシックイルミネーション

©MIRRORBOWLERS ©KLOKA

大阪市内

赤レンガ倉庫エリアでは、赤レンガ倉庫を借景にクラシックカーの名車が並ぶ、巨大モミの木
クリスマスツリーを植樹し、イルミネーションで演出します。

１.築港ベイエリアイルミネーション

照明のほとんどが「あんどん」の間接照明で、
やわらかな光で来場者を包みます。
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3．エリアプログラム

大阪府域

きらびやかなまち 茨木を楽しく歩く ❝いばブラ❞

開催日時：2021年12月3日(金曜日)～2022年1月23日(日曜日)
17時～24時

開催場所：JR茨木駅前周辺、阪急茨木市駅前周辺、元茨木川緑地、阪急南茨木駅周辺、
商店街、飲食店など

茨木市エリア 主催：いばらきイルミフェスタ実行委員会

いばらきイルミフェスタ 灯(AKARI)

いばらきイルミフェスタ灯(AKARI)

３．エリアプログラム（16団体17プログラム）が決定！

～Make You Happy～ 大東市を訪れた「あなた」を幸せにします

開催日時：【イルミネーション点灯】
2021年12月4日（土曜日）～2021年12月25日（土曜日）
17時～23時
【点灯式等イベント】
2021年12月4日（土曜日）
15時～19時(変更、中止の可能性あり)

開催場所：JR住道駅前2階デッキ

大東市エリア 主催：大東市イルミネーションイベント実行委員会

大東市スマイルミネーション2021

大東市スマイルミネーション2021

黄金の光の帯が連なる堺東～堺駅を繋ぐメインストリート大小路
夜の散策いかがですか？

開催日時：2021年12月1日(水曜日)～2022年1月15日(土曜日)
17時～23時30分

開催場所：南海高野線堺東駅～南海本線堺駅
(堺市堺区三国ケ丘御幸通～堺市堺区栄橋町)

堺市エリア 主催：堺市中心市街地活性化協議会

堺イルミネーション2021

堺イルミネーション2021

自治都市として繁栄した堺の名残を残す環濠で堺の飲食店が出店。
ナイトクルーズもお楽しみください。

開催日時：【環濠イルミネーション】
2021年12月4日（土曜日）～2022年1月15日（土曜日）
17:00～23:30
【ナイトクルーズ・マルシェ】
2021年12月4日(土曜日)

開催場所：堺市内川河川敷

堺市エリア 主催：環濠イルミネーション連絡会

Light for the Future ～堺環濠 Night Walk～

環濠イルミネーション・ナイトクルーズ・マルシェ
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3．エリアプログラム

３．エリアプログラム（16団体17プログラム）が決定！

狭山池堤の桜並木にイルミネーションの華を咲かせます。
夜空にきらめく冬の桜を楽しみませんか？

開催日時：2021年12月1日（水曜日）～2021年12月26日（日曜日）
日没～午後10時

開催場所：狭山池 堤

大阪狭山市エリア 主催：桜まつり実行委員会

桜まつり

桜まつり～冬～ 大阪狭山イルミネーション

羽曳野の冬の風物詩

開催日時：2021年11月20日（土曜日）～2021年12月25日（土曜日）
17:30～22:00

開催場所：LICはびきの

羽曳野市エリア 主催：羽曳野市

LICはびきのクリスマスイベント2021

LICはびきの ウインターイルミネーション

大阪府域

美しい地球や惑星が出現！光り輝くガーデンベンチも登場し、
壮大な宇宙を背景に記念撮影ができます！

開催日時：2021年12月3日（金曜日）～2022年1月23日（日曜日）
17時～24時

開催場所： JR和泉府中駅 周辺

和泉市エリア 主催：和泉市

JR和泉府中駅前イルミネーション事業

イズミネーション2021 和泉府中

和泉市の冬にホッと癒しのイルミネーション。
帰宅途中やお出かけ、散歩の際に優しい光をお楽しみください！

開催日時：2021年11月1日（月曜日）～2022年2月28日（月曜日）
開催場所：市道 和泉中央線 はつが野～和泉府中

和泉市エリア 主催：木楽座ストリート組合

木楽座イズミネーション2021

木楽座イズミネーション2021



3．エリアプログラム
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３．エリアプログラム（16団体17プログラム）が決定！

❝楽しい❞ ❝Happy❞ ❝希望❞ をテーマにした光の演出で、
りんくうタウンにきらめきを広げます。

泉佐野市・泉南市エリア 主催：りんくうまちづくり協議会

りんくうタウン・ウィンターイルミネーション 2021

りんくう光の饗宴2021

開催日時：2021年11月3日（水曜日）～2022年2月16日（水曜日）
（開催場所ごとに異なります）

開催場所：りんくうタウン内各施設（りんくうプレミアム・アウトレット、
りんくうプレジャータウンシークル、イオンモールりんくう泉南、
SENNAN LONG PARK(泉南りんくう公園)）

大阪府域



運行期間：2021年11月３日（水曜日・祝日）～12月31日（金曜日）
※毎日運行予定

運行時間：1日２便（1便：約45分）
1便目［17:10-17:55］
2便目［19:20-20:05］

発 着：JR大阪駅
運 賃：大人・小人 1,000円（税込）

大人通常1,500円のところ、期間限定価格1000円で発売！
※多言語ガイドは対応していません
※掲載の各情報は予定であり変更に

なる可能性がございます。

●2021年特別運行便 運行ルート（45分）
JR大阪駅 → 御堂筋 → 湊町入口（阪神高速・環状線）
→ 梅田出口 → グランフロント大阪 → JR大阪駅

「御堂筋イルミネーション」を360°パノラマ体験！2階建てオープンデッキバス

OSAKA SKY VISTA特別運行便

御堂筋イルミネーションを360°パノラマで楽しめるオープンデッキバス・OSAKA SKY VISTA （オー
サカスカイビスタ）を特別便として運行。
バスガイドによる御堂筋イルミネーション2021の見どころ紹介を聞きながら、大阪・光の饗宴を存分に
満喫いただきます。

OSAKA SKY VISTA特別運行便に関するお問い合わせ
西日本JRバス予約センター （電話）0570-00-2424

事業主催：近鉄バス株式会社

難波

梅田スカイビル

OSAKA光のルネサンス
2021

御堂筋イルミネーション
2021

グランフロント大阪

※ は阪神高速・環状線を示す

4. 連携事業：OSAKA SKY VISTA特別運行便


