
2022年9月27日

大阪・光の饗宴実行委員会

「大阪・光の饗宴2022」
エリアプログラムが決定しました！

大阪・光の饗宴実行委員会（構成団体：大阪府、大阪市、公益財団法人大阪観光局、経済団体等）

は、10年目を迎える大阪・光の饗宴2022（令和４年４月28日付け報道発表済み）の「エリアプログラ

ム」として、大阪各所で地域活性化に取り組む23団体が実施する25の光のプログラムを決定しました。

また、「大阪・光の饗宴2022開宴式」「御堂筋イルミネーション2022」「OSAKA光のルネサンス

2022」の詳細についてもあわせてお知らせいたします。

なお、新型コロナウイルス感染症の状況等によっては、大阪・光の饗宴2022の中止または一部プロ

グラムをとりやめる場合があります。

最新情報については、随時公式ホームページにてお知らせします。

〇御堂筋イルミネーション2022及びエリアプログラムに関すること
大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 魅力づくり推進課 魅力推進・ミュージアムグループ

（電話）06-6210-9304

○OSAKA光のルネサンスに関すること
大阪市 経済戦略局 観光部 観光課 まち魅力担当 （電話）06-6469-5166

〇 OSAKA SKY VISTA特別運行便に関すること
西日本JRバス予約センター （電話）0570-00-2424

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】

エリア
プログラム

１．全23団体25プログラム
（大阪市内：6団体7プログラム、大阪府域：17団体18プログラム）

開宴式 ２. 大阪・光の饗宴2022 開宴式

３. 御堂筋イルミネーション2022
４．OSAKA光のルネサンス2022

コア
プログラム
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連携事業 ５．OSAKA SKY VISTA特別運行便



１．エリアプログラム（23団体25プログラム）が決定！
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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23団体25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。
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■大阪市内（6団体）
①UMEDA MEETS HEART 実行委員会

②中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会

➂Mプロジェクト実行委員会

④Welcoming アベノ･天王寺キャンペーン事務局

⑤大阪ベイタワー ウインターイルミネーション2022委員会

⑥築港･天保山ウィンターイルミネーション実行委員会
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■大阪府域（17団体）

⑦いばらきイルミフェスタ実行委員会

⑧万博記念公園マネジメント・パートナーズ×EXPOCITY

★⑨エスコタウンイルミネーション実行委員会

★⑩豊中ロマンチック街道21世紀の会

⑪大東市イルミネーションイベント実行委員会

⑫堺市中心市街地活性化協議会

⑬堺環濠イルミネーション連絡会

★⑭瓢箪山活性化委員会

★⑮都市公園久宝寺緑地指定管理共同体

★⑯柏原市

⑰羽曳野市

⑱富田林市

⑲和泉市

⑳木楽座ストリート組合

★㉑トライト株式会社、大阪府立花の文化園指定管理者

★㉒熊取町教育委員会

㉓りんくうまちづくり協議会

★：2022年度新規参加団体

15



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：2022年11月18日(金曜日)から2022年12月25日(日曜日)
開催場所：大阪梅田ツインタワーズ・ノース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 2022

「BELL の CONCERTO」

世界を旅する巨大なアヒルと光輝く噴水とのコラボレーション！
中之島ウエスト・ラバー・ダック２０２２

開催日時：2022年12月9日（金曜日）から2022年12月25日（日曜日）
※ライトアップは17時から22時（予定）
※噴水演出は各日18時から21時30分 1回約3～4分程度（予定）
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2022

中之島ウエスト・ラバー・ダック2022

ミナミの各エリアにある個性的なまちとイルミを、占いを楽しみながら巡ります

開催日時：イルミ
2022年11月11日（金曜日）から2023年2月19日（日曜日）（最大）
AR占い
2022年12月1日（木曜日）から2022年12月25日（日曜日）

開催場所：ミナミエリアなんば４ヵ所～道頓堀1 ヵ所～心斎橋1 ヶ所の計6 ヵ所
「なんば光旅」なんばパークス ※メインプログラム
「屋上スカイイルミネーション」髙島屋大阪店 「光のセンターゲート」難波センター街
「縁起物イルミネーション」戎橋筋商店街 「光と水のワンダーランド」とんぼりリバーウォーク
「心斎橋の街を照らす灯」大丸心斎橋店

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！

ミナミ・キラメキ トキメキめぐり占い

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。

芝生を縁取る光の装飾

開催日時：2022年11月3日（木曜日・祝日）から2023年1月31日（火曜日）
17時から22時
（てんしばi:naのライトアップは2022年11月1日（火曜日）から）

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 2022

１．エリアプログラム（23団体25プログラム）が決定！



エリアプログラム

開催日時：2022年12月1日(木曜日)から2023年1月31日(火曜日)
11時から22時

開催場所：大阪ベイタワー 2階アトリウム広場

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2022委員会

大阪ベイタワー ウインターイルミネーション 2022

大阪ベイタワー
音と光のウインターイルミネーション 2022

Page 4

今年も「音」と「光」による心あたたまるイルミネーションをお届けします。

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

開催日時：2022年11月18日（金曜日）から2023年3月5日（日曜日）
17時から21時30分

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：2022年11月1日（火曜日）から2023年1月31日（火曜日）
17時から20時

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

1923年赤レンガ倉庫のヒストリーとモダニズム

１.築港ベイエリアイルミネーション

いのちの輪

築港・天保山ウィンターイルミネーション

１．エリアプログラム（23団体25プログラム）が決定！
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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：2022年12月２日（金曜日）から2023年１月22日（日曜日）
17時から24時

開催場所：JR茨木駅周辺、阪急茨木市駅周辺、
阪急・大阪モノレール南茨木駅周辺、岩倉公園周辺

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

いばらきイルミフェスタ灯(AKARI)

大東市エリア

恒例のイルミナイト万博が3年ぶりに開催！
太陽の塔を中心とした冬の万博公園を彩る光の饗宴をお楽しみ下さい。
大人気のラーメンEXPOも同時開催。

開催日時：2022年12月 毎週金曜日、土曜日、日曜日（12月29日（木曜日）も含む）
開催場所：万博記念公園 自然文化園内 太陽の塔付近

（入園料がかかります）

吹田市エリア 主催：万博記念公園マネジメント・パートナーズ×EXPOCITY

WonderExperience イルミナイト万博～2022Winter～

WonderExperience イルミナイト万博～2022Winter～

岡本太郎氏作 リオちゃん（豊津公園）・みつめあう愛（ダスキン本社）も
ライトアップ。江坂の新しい写真スポットとして生まれ変わります。

開催日時：2022年11月9日（水曜日）から2023年1月29日（日曜日）
18時から23時
（2カ所の音楽スポットでの生演奏も予定しています）

開催場所：エスコタウン周辺（新大阪江坂東急REIホテル西側）

吹田市エリア 主催：エスコタウンイルミネーション実行委員会

エスコタウンイルミネーション

第3回江坂エスコタウンイルミネーション
光と音楽の饗宴

EXPOCITYイルミネーション

EXPOCITYイルミネーション

開催日時：8ｍツリー点灯
2022年11月18日（金曜日）から2022年12月25日（日曜日）
ケヤキ並木及びオリーブ点灯
2022年11月18日（金曜日）から2023年2月14日（火曜日）
どちらも17時から23時

開催場所：EXPOCITY 空の広場周辺

光で包まれるEXPOCITY でクリスマスを

１．エリアプログラム（23団体25プログラム）が決定！
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エリアプログラム

羽曳野市エリア

大阪府域

BE HAPPY ～光の広場に、笑顔咲く～
幻想的な光の回廊や、かわいいフォトスポット、踏むと音が鳴る体験型
イルミネーションなど、みんなで笑顔いっぱいお楽しみください。

開催日時：イルミネーション点灯
2022年11月26日（土曜日）から2022年12月25日（日曜日）
17時から23時
スマイルウェディング
2022年11月26日（土曜日）
17時から17時30分（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2022

大東市スマイルミネーション2022

シャンパンゴールドの光が連なる街並み。
散策しながらお気に入りの場所で、写真を撮ってフォトコンに応募。

開催日時：2022年12月1日(木曜日)から2023年1月15日(日曜日)
17時から23時30分

開催場所：南海高野線堺東駅から
南海本線堺駅までの間の市道大小路線及びその周辺

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2022

堺イルミネーション2022

自治都市として繁栄した堺の名残を残す環濠に堺の飲食店が出店。
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
2022年11月19日（土曜日）から2023年1月15日（日曜日）
17時から23時30分
ナイトクルーズ・マルシェ
2022年11月19日（土曜日）
16時から21時

開催場所：堺市河川敷

堺市エリア 主催：堺環濠イルミネーション連絡会

環濠イルミネーション・ナイトクルーズ・マルシェ

堺環濠Night Walk

緑と花、そして「光がつなぐ人とまちづくり」を目指し、
普段団体で管理をしているシンボル花壇に高さ４ｍのクリスマスツリーや
イルミネーションのモニュメントを設置し、緑と花と光のロマンチック街道を
演出しております。

開催日時：2022年11月16日（水曜日）から2023年1月10日（火曜日）
開催場所：豊中ロマンチック街道 シンボル花壇

豊中市エリア 主催：豊中ロマンチック街道21世紀の会

ロマチカイルミネーション事業

ロマチカイルミネーション2022

１．エリアプログラム（23団体25プログラム）が決定！
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エリアプログラム

約10ｍの巨大ツリーが目印！
心を魅了する空間をあなたとともに。

開催日時：2022年11月19日（土曜日）から2022年12月25日（日曜日）
17時から21時

開催場所：LICはびきの 交流広場（屋外）アトリウム（屋内）

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2022

ウインターイルミネーション

大阪府域

久宝寺緑地のメインストリート「花の道」を㈱LEM空間工房 長町志穂さん監修の
イルミネーションで飾ります。
ひとあし早いクリスマス気分を楽しんでください。

開催日時：2022年12月3日（土曜日）から2022年12月25日 （日曜日）(予定)
（イルミネーション点灯イベント “きらきらナイト”

2022年12月3日（土曜日））
開催場所：久宝寺緑地公園内

八尾市エリア 主催：都市公園久宝寺緑地指定管理共同体

久宝寺緑地 ウィンターイルミネーション

花の道イルミネーション

地すべりに埋もれ、約80年の歳月を経て再び出現した鉄道トンネルから
音と光が導く幻想の世界に旅立とう！

開催日時：2023年１月8日（日曜日）以降の土曜日・日曜日・祝日
10時から15時（予定）

開催場所：旧大阪鉄道亀瀬隧道（亀の瀬トンネル）

柏原市エリア 主催：柏原市

亀の瀬トンネル内プロジェクションマッピング実施事業

日本遺産「龍田古道・亀の瀬」光の旅路

東大阪唯一の光の祭典です。
せせらぎ川が流れる水面にイルミネーションの光が反射して
とても幻想的なシーンを演出しております。

開催日時：2022年11月14日（月曜日）から2023年2月10日（金曜日）
開催場所：瓢箪山せせらぎ広場

東大阪市エリア 主催：瓢箪山活性化委員会

瓢箪山イルミネーション

瓢箪山イルミネーション

１．エリアプログラム（23団体25プログラム）が決定！
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エリアプログラム

さぁ、光の国を旅しよう！
夜に現れる光の国を旅うさぎの兄弟が案内します！
花と光の演出をお楽しみください！

開催日時：2022年10月15日（土曜日）から2023年2月12日（日曜日）
開催場所：大阪府立花の文化園

河内長野市エリア 主催：トライト株式会社、大阪府立花の文化園指定管理者

はなぶんサンクスイルミ2022

はなぶんサンクスイルミ2022
旅うさぎともっと光の国

大阪府域

古代ロマンを感じ、平和を願うイルミネーション

開催日時：2022年12月3日（土曜日）から2023年１月23日（月曜日）
（JR和泉府中駅 17時から24時

道の駅いずみ山愛の里 17時から22時まで）
（点灯式 2022年12月３日（土曜日）18時より

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止の場合有）
開催場所：JR和泉府中駅周辺、道の駅いずみ山愛の里

和泉市エリア 主催：和泉市

JR和泉府中駅前及び和泉市道の駅いずみ山愛の里イルミネーション事業

イズミネーション2022

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、散歩の際に優しい灯りをお楽しみください！

開催日時：2022年11月1日（火曜日）から2023年2月28日（火曜日）
開催場所：市道 和泉中央線 はつが野から和泉府中

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2022

木楽座イズミネーション2022

有料プログラム

「生きる」を感じる 癒しのイルミネーション

開催日時：2022年11月27日（日曜日）から2023年1月22日（日曜日）
17時から22時
※節電要請に応じて、開催期間内でも消灯する場合がございます。
（点灯カウントダウンイベント 2022年11月27日(日)15時から17時）

開催場所：ふれあい大通り（金剛ショッピングモール前～南海金剛駅の区間）

富田林市エリア 主催：富田林市

金剛きらめきイルミネーション2022

金剛きらめきイルミネーション2022

１．エリアプログラム（23団体25プログラム）が決定！



エリアプログラム
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大阪府域

まちに光の環を広げ、冬のりんくうタウンにきらめきを創出します。
“きらめくりんくう”がみなさまに楽しい時間を提供します。

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2022

りんくう光の饗宴2022

開催日時：2022年11月3日（木曜日・祝日）から2023年2月末（予定）
（開催日時は会場により異なる）

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））

熊取町の冬の風物詩として、煉瓦館を優しい光でクリスマスを演出します。

開催日時：2022年12月1日（木曜日）から2022年12月25日（日曜日）
（クリスマスコンサート 2022年12月24日（土曜日）14時から）

開催場所：熊取交流センター煉瓦館

熊取町エリア 主催：熊取町教育委員会

煉瓦館イルミネーション

煉瓦館イルミネーション

１．エリアプログラム（23団体25プログラム）が決定！
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開宴式

２．大阪・光の饗宴2022開宴式

一夜限りで御堂筋を歩行者に開放！

大阪・光の饗宴2022開宴式

開催日程：2022年11月3日（木曜日・祝日）
開催時間：17時から19時
開催場所：久太郎町3交差点から新橋交差点予定

大阪・光の饗宴2022の開催初日に「大阪・光の饗宴2022開宴式」を開催します。
この日から、御堂筋イルミネーションがスタートするとともに、御堂筋の一部区間を歩行者に一夜限

りで開放します。
普段は歩くことのできない特別な空間から「希望の光」をお楽しみください。

1Day！

一夜限りの
特別な夜

＜参考：過去の開催風景＞
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コアプログラム

３．御堂筋イルミネーション2022

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2022

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。
今年は音楽と連動したフルカラーLEDのイルミネーションが、冬の御堂筋
を華やかに彩ります。ぜひご期待ください！

2014年度

世界記録
認定

開催期間：2022年11月3日（木曜日・祝日）から 12月31日（土曜日）

59日間

開催時間：17時頃から23時（12月31日のみ25時まで）

開催場所：御堂筋（阪神前交差点から難波西口交差点）

★御堂筋イルミネーション2022イメージパース

《
中
央
エ
リ
ア
》

《
北
エ
リ
ア
》

《
南
エ
リ
ア
》

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



OSAKA光のルネサンスの玄関口でみなさまをお出迎え！

②大阪市役所正面イルミネーションファサード・フォトモニュメント

いくつもの川が流れる「水の都」大阪。いくつも流れる川には、人々が生活や商売のために多くの町橋を
架け、その数の多さを例えて「八百八橋」と呼ばれ、縦横に流れる川が物流ネットワークとして舟運に支
えられて大阪は発展しました。20年目を迎えるOSAKA光のルネサンスでは、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充実。「水の都」としてのルーツを見つめ直し、かつて
の「八百八橋」のように、水辺と人と街の関係を「繋ぎます」。

開催期間：2022年12月14日（水曜日）から12月25日（日曜日） ※12日間

※ただし、大阪市役所イルミネーションファサード、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は、2022年11月3日（木曜日・祝日）から12月31日（土曜日）まで

開催時間：コンテンツによって異なる

（各コンテンツ詳細をご確認ください。）

開催場所：大阪市役所周辺から中之島公園

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

Page 12

コアプログラム

20回目の開催となるOSAKA光のルネサンスのシンボル！

③中之島イルミネーションストリート

中之島の水辺に広がる「光のアート」

OSAKA光のルネサンス2022

国指定重要文化財「大阪市中央公会堂」をスクリーンに開催！

①大阪市中央公会堂壁面プロジェクションマッピング

４．OSAKA光のルネサンス2022

3年ぶりに復活！

④光のマルシェ～光と食のマーケット～

■会場マップ

①

②

③

④



国指定重要文化財「大阪市中央公会堂」をスクリーンに開催！

①大阪市中央公会堂壁面プロジェクションマッピング

大阪・中之島のシンボルであり、文化・芸術・学術の薫り高い場として100年超の歴史
を繋いできた大阪市中央公会堂の東側壁面と床面にプロジェクションマッピングを実
施します。今年は3DCGやリアルタイム映像生成など現代的な映像表現を駆使し、水／
氷／蒸気といったモチーフの変化を、進化を続けるまち・水都大阪の姿に重ねて表現
します。

開催期間：2022年12月14日（水曜日）から12月25日（日曜日）※12日間 ※観覧無料 ※雨天決行

開催場所：大阪市中央公会堂東側正面

開催時間：1部 17時から21時（予定）

３DCGやリアルタイム映像生成などを駆使し、進化を続けるまち・水都大阪の

ストーリーを展開します。

2部 21時10分から21時30分（予定）

光の中に没入することができるリアルタイムに生成された映像演出を展開します。

コアプログラム

４．OSAKA光のルネサンス2022

△作品のイメージ
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OSAKA光のルネサンスの玄関口でみなさまをお出迎え！

②大阪市役所正面イルミネーションファサード・フォトモニュメント
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コアプログラム

４．OSAKA光のルネサンス2022

大阪市役所正面イルミネーションファサード
大阪・光の饗宴、OSAKA光のルネサンスの記念すべき周年の玄関口を彩るイルミネー
ションを実施します。「ひろがる絆」をコンセプトとした、人と人との「繋がり」を
表す光の八角形の中心に「大阪･光の饗宴」のロゴが浮かび上がります。

フォトモニュメント
人と支えあってきたまち「大阪」を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八角形にちなんで八の倍数の骨組みを構造とし、人が何
かを支えこれからも歩んでいく姿を表現します。

開催期間：2022年11月3日（木曜日・祝日）から12月31日（土曜日） ※59日間

開催時間：17時から23時 ※12月31日（土曜日）のみ25時まで

開催場所：大阪市役所正面

△2021年の様子
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コアプログラム

４．OSAKA光のルネサンス2022

20回目の開催となるOSAKA光のルネサンスのシンボル！

③中之島イルミネーションストリート

OSAKA光のルネサンスを象徴する、全長約150ｍのケヤキ並木に青を基調としたイル
ミネーションで「水の都」を表現。
OSAKA光のルネサンス開催期間中にだけ現れる幻想的な光のトンネルは、OSAKA光の
ルネサンスがスタートした2003年から開催し、多くの方々をお迎えしてまいりました。
（音と光による演出はありません。）

開催期間：2022年11月3日（木曜日・祝日）から12月31日（土曜日） ※59日間

開催時間：17時から23時 ※12月31日（土曜日）のみ25時まで

開催場所：みおつくしプロムナード

△イメージ
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コアプログラム

４．OSAKA光のルネサンス2022

3年ぶりに復活！

④光のマルシェ～光と食のマーケット～

中之島の水辺に広がる「光」と「食」で皆様をおもてなしします。
進化した「光のマルシェ」は、煌びやかな装飾と個性豊かなキッチンカーを取り揃えて
3年ぶりに復活します。
幻想的に輝くイルミネーションや光のプログラムを間近でご覧頂きながら、こだわりの
グルメをご堪能ください。

△2019年の様子

開催期間：2022年12月14日（水曜日）から12月25日（日曜日） ※12日間

開催時間：16時から22時（予定）

開催場所：中之島公園
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運行期間：2022年11月３日（木曜日・祝日）～12月31日（土曜日）
※毎日運行予定
※11月3日（木曜日・祝日）は１便のみ運休

運行時間：1日３便（1便：約45分）
1便目［17:00-17:45］
2便目［19:00-19:45］
3便目［20:30-21:15］

発 着：JR大阪駅
運 賃：大人1,500円小人 1,000円（税込）

※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。

●2022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2022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。今年は便数を増やし、より多くのお客様にご乗車いただけるようになりました。

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
2022

御堂筋イルミネーション
2022

グランフロント大阪

※ は阪神高速・環状線を示す

連携事業

5．OSAKA SKY VISTA特別運行便


