
2022年10月28日

大阪・光の饗宴実行委員会

「大阪・光の饗宴2022」
御堂筋イルミネーションと

OSAKA光のルネサンスの詳細が決定しました

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」（※1）を、令和4年11月3日（木曜日・祝日）から令和5年1

月31日（火曜日）までの間、“大阪の夜を彩る「希望の光」”をテーマに、開催します。

このたび、コアプログラムの詳細が決定しましたのでお知らせします。プログラムの詳細は大阪・光

の饗宴公式ホームページをご覧ください。（※2）

※1「大阪・光の饗宴2022」の開催概要については2022年4月28日（木曜日）、エリアプログラムにつ

いては令和4年9月27日(火曜日)に報道発表済みです。

※2 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。

〇御堂筋イルミネーション2022、OSAKA光のルネサンス2022、エリアプログラム、
大阪・光の饗宴クイズラリーに関すること

大阪・光の饗宴実行委員会事務局 （電話）06-4391-0120

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】

連携事業 ４. OSAKA SKY VISTA特別運行便

１. 御堂筋イルミネーション2022
２．OSAKA光のルネサンス2022

コア
プログラム

Page 1

３. 大阪・光の饗宴クイズラリー特別企画
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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：2022年11月3日（木曜日・祝日）～ 12月31日（土曜日） 59日間

点灯時間：17:00頃～23:00 （12月31日（土曜日） のみ25：00まで）

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2022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2022
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プログラム紹介：全長約4㎞の光の道

色彩の変化が楽しめる全長約4㎞の光の道

北浜３から新橋では、イルミネーションの明るさと色を変化させ、色彩豊かな演出を行います。

さらに、様々な色合いを楽しんでいただけるよう、10種類のカラーで各エリアを染め上げます。

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。

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

大江橋北詰

新橋

難波

難波西口

シャンパン
ゴールド

水都
ブルー

サクラ
アソート
ミックス

パープル
ホワイト

チェリー
ホワイト

パープルミックス

ヒーリングパープル

阪神前

梅田新道

梅新南

淀屋橋

チェリー
ブロッサム

ブルー
アソートミックス

久太郎町３

ゴールドミックス

北浜３

シャンパンゴールド（阪神前～大江橋北詰）

サクラアソートミックス（久太郎町３～博労町３）

ヒーリングパープル（難波～難波西口）

チェリーブロッサム（伏見町３～淡路町３）

ゴールドミックス（御堂筋八幡町～御堂筋三津寺町）

①

⑤

パープルホワイト（御堂筋三津寺町～難波）

パープルミックス（瓦町３～船場中央３）

水都ブルー（北浜３～伏見町３、淡路町３～瓦町３）

チェリーホワイト（御堂筋鰻谷～御堂筋八幡町）

ブルーアソートミックス（博労町３～新橋）

１. コアプログラム：御堂筋イルミネーション2022
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プログラム紹介：‟Light show 2022“
こどもぎゃらりー「みんなの夢ツリー」

今年度の初の試みとして、音楽とイルミネーションが連動する‟Light show 2022“を開催。
歩道側の樹木イルミネーションや幹のライトアップが音楽と連動して変化します。
来場者はスマートフォンで音楽を聴きながら、音楽とイルミネーションとのコラボレーションが
体感できます。
歩道からだけではなく、カフェやレストラン、ホテルの客室など、歩道の樹木が見える様々な
場所で、音楽とイルミネーションを楽しんでいただくことができます。

音楽連動イルミネーション‟Light show 2022“

子ども参加型プログラム

こどもぎゃらりー「みんなの夢ツリー」
2021年度に好評だったこどもぎゃらりーを、今年度も実施します。
御堂筋近隣の小学生が未来への想いを書いた平和の象徴である「鳩」のモティーフを、
イルミネーションと一緒に樹木に装飾します。
この取り組みにより、昨年度よりさらにイルミネーションと一体感のある演出を行う予定です。

△二次元コードを読み込んで、
音楽をダウンロード

演出時間：17時から22時50分まで
10分ごと

設置場所：北浜３交差点
から新橋交差点

設置場所：北浜３交差点から新橋交差点

１. コアプログラム：御堂筋イルミネーション2022



Page 5

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

「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

🏢🏢 🏢

🏢 🏢

🏢

大阪ガス御堂筋東ビル

京阪神御堂筋ビル

銀泉備後町ビル
本願寺津村別院（北御堂）

南海ビル

難波神社

本町南ガーデンシティ

本町ガーデンシティ

🏢
🏢

１. コアプログラム：御堂筋イルミネーション2022
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開催概要

２. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2022

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」。
※プログラムの内容は、変更となる場合があります。

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」

＜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2022

①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
②中之島イルミネーションストリート
③台南
④808 Lines
⑤大阪市中央公会堂壁面プロジェクションマッピング
⑥光のマルシェ～光と食のマーケット～
⑦リバーサイドイルミネーション
⑧「高知 光のフェスタ 2022」連携 「高知城植物図鑑」
⑨UMEDA MEETS HEART2022連携 BIGスノーマン in 中之島
⑩大阪芸術大学学生制作 未来へはばたく光のカーニバル

1

2

3
4

5

6

7
8

9

10



Page 7

プログラム紹介：メインプログラム

△昨年度の様子

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。

①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

OSAKA光のルネサンスの玄関口でみなさまをお出迎え！

△イメージ

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。）

②中之島イルミネーションストリート 20回目の開催となるOSAKA光のルネサンスのシンボル！

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

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）

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

開催期間：2022年11月3日（木曜日・祝日）から12月31日（土曜日）

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

２. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2022
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プログラム紹介：メインプログラム

船や橋、水や波など「水の都」をアートとインスタレー
ションで表現します。路面に穏やかに揺れる波模様に導
かれ、川沿いの船のアートオブジェに辿り着きます。
「水辺と、人と、街。」が交じり合う場所で、特別な時
間をお楽しみください。

④808 Lines

船のアートオブジェが中之島に登場！

△イメージ

2017年から3年間OSAKA光のルネサンスを彩った光の
交流プログラムが3年ぶりに復活。今年は、台南名物サ
バヒーの頭をイメージして作られたキャラクター「魚頭
君」のマスコットが登場するほか、ランタンアーチで
彩った幻想的な空間がみなさまをお待ちしています。台
南の魅力をお楽しみに！

③光・彩り台南

△昨年度の様子

光の交流プログラム

開催期間：2022年12月14日（水曜日）から12月25日（日曜日）

開催時間：17時から22時

開催場所：みおつくしプロムナード南側（女神像前）

開催期間：2022年12月14日（水曜日）から12月25日（日曜日）

開催時間：17時から22時

開催場所：大阪市中央公会堂南側

２. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2022
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プログラム紹介：メインプログラム

⑤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。

「大阪市中央公会堂」をスクリーンに開催！

開催期間：2022年12月14日（水曜日）から12月25日（日曜日）

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。

※観覧無料 ※雨天決行

△作品のイメージ

⑥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。

３年ぶりに復活！

△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）

開催時間：16時から22時（予定）

開催場所：中之島公園内

２. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2022
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プログラム紹介：メインプログラム

OSAKA光のルネサンス会場内に投影された花のイラス
トを採取し、アプリ内の植物図鑑を完成させよう！看板
の二次元コードを読み込むと集めた花の演出映像を楽し
むことができます。最後には花々とタイトルロゴでの撮
影タイムもあり、思い出を写真で持ち帰れます。
高知城で開催中の「Art+ +高知城 ひかりの花図鑑-牧
野富太郎と植物を愛した画家たち-」では全８種類の植
物の採取が可能です。（OSAKA光のルネサンス会場で
は3種類の採取が可能）高知にも足を運び、自分だけの
オリジナル植物図鑑を作りませんか？

△イメージ

⑧ 高知城植物図鑑

⑦リバーサイドイルミネーション

水の都・大阪でかつて物流でにぎわった、土佐堀川の水

辺を彩るイルミネーションが、次の会場に導きます。

△イメージ

バラ園へと続く光のトンネル

開催期間：2022年12月14日（水曜日）から12月25日（日曜日）

開催時間：17時から22時

開催場所：中之島公園 水上劇場川沿い

「高知 光のフェスタ 2022」連携

高知城で開催中のイベントが大阪にも登場！

開催期間：2022年12月14日（水曜日）から12月25日（日曜日）

開催時間：17時から22時

開催場所：レストラン東側

２. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2022
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プログラム紹介：メインプログラム

⑨BIGスノーマンin中之島
10ｍのBIGスノーマンが登場

△2019年の様子

中之島にBIGスノーマンが登場。梅田から中之島に遊
びにやってくるかわいい雪だるまと記念撮影をぜひ！
co-BIGスノーマンは梅田茶屋町エリアのお散歩に
でかけているよ！ぜひ会いに来てね！
※梅田茶屋町エリアでのお散歩は12/17,18の予定

今、コロナ禍を乗り越え、光り輝く未来へはばたく様子
を光と蝶の巨大オブジェで表現します。

⑩未来へはばたく光のカーニバル

△イメージ

大阪芸術大学 学生作品
光輝く未来へと

開催期間：2022年12月14日（水曜日）から12月25日（日曜日）

開催時間：17時から21時30分

※12月25日（日曜日）のみ20時まで

開催場所：バラ園

※雨風が強い場合は中止の可能性があります。

UMEDA MEETS HEART2022連携

開催期間：2022年12月14日（水曜日）から12月25日（日曜日）

開催時間：17時から22時

開催場所：中之島公園 難波橋付近

※雨風が強い場合は中止の可能性があります。

２. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2022
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プログラム紹介：注目イベント・交通規制のお知らせ

OSAKA光のルネサンス20周年記念スタンプ

20周年記念の限定デザイン
OSAKA光のルネサンスのルネサンス会場内に20周年記
念スタンプを設置！会場内にある4つのスタンプを重ね
押しで限定デザインが登場します。ご来場の記念に今年
だけのオリジナルスタンプをお楽しみください♪

開催期間：2022年12月14日（水曜日）から12月25日（日曜日）

開催時間：17時から22時

開催場所：OSAKA光のルネサンス会場内

△2019年の様子

２. コアプログラム：OSAKA光のルネサンス2022

OSAKA光のルネサンス2022開催に伴い、車両通行止めを行います。ご協力の程、お願い申し上げます。

12/14（水）～12/25（日）16:00～22:00
※12/18（日）、25（日）10:00～16:00 は も含め通行止め

●

バラ園

バラ園
●

OSAKA光のルネサンス2022 車両通行止めのお知らせ

凡例
：通行可能区間

※日曜日の10:00～16:00は通行止めとなります

：車両通行止め区間

●

● 大阪市中央公会堂

大阪府立中之島図書館

OSAKA光のルネサンス2022では、会場の一部において以下のとおり車両規制を行います。
会場へは公共交通をご利用ください。

OSAKA光のルネサンス会場周辺道路の車両通行止めのお知らせ
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３. 特別企画

開催期間：2022年12月1日（木曜日）から12月25日（日曜日）

応募期間：2022年12月1日（木曜日）から2023年1月6日（金曜日）

開催場所：大阪市内８つのスポット

・御堂筋イルミネーション2022

・OSAKA光のルネサンス2022

・大阪ステーションシティ５階時空の広場

・グランフロント大阪 うめきた広場南側けやき並木周辺

・大阪梅田ツインタワーズ・ノース1階「南北コンコース」

・ハービスPLAZA

・CAFÉ ONthe（カフェオンザ）ドーチカ

・なんばパークス

詳細は大阪・光の饗宴公式ホームページにて公開予定です！

大阪・光の饗宴クイズラリー

大阪市内にある８つのイルミネーションや冬の装飾スポットを巡ると解けるクイズラリーを開催！
クイズの答えは現地に行けばすぐに分かるものばかり。
正解者には抽選で素敵なプレゼントをご用意しています。ぜひご参加ください。
※当選は景品の発送をもって発表とさせていただきます。

＼大阪市内を巡って問題を解こう！／

＜注意事項＞
・応募はおひとり様1回までとなります。
・当選に関するお問い合わせには、一切お答えすることはできません。
・抽選方法や当選についてのお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。
・当選の権利を第三者に譲渡または換金・変更することはできません。

【出題スポット地図】
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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

４. 連携事業


