大阪ステーションシティ・イルミネーション
『Ｔｗｉｌｉｇｈｔ Ｆａｎｔａｓｙ〜時空と光の贈り物〜』を開催
平 成 2 8 年 9 月 2 6 日
大阪ステーションシティ連絡協議会
(事務局：大阪ターミナルビル株式会社)

『Twilight Fantasy』
（トワイライトファンタジー）
～時空と光の贈り物～
今年のイルミネーションのコンセプトは『時空(とき)と光の贈り物』
。お客様に
は時空の広場全体が贈り物になっているかのような空間を体感していただきます。
ドーム屋根を活用した「3 連の天井装飾」を実施し、そこへモチーフとして「赤
いリボン」を飾り付けます。また、ゴールドのイルミネーションで広場を彩るこ
とで、華やかで気品と温かみのある空間を創出します。
大阪ステーションシティでしか体感できない「大切な人を連れて行きたい」と
思っていただけるロマンチックで素敵な空間をお楽しみいただき、
「新しい発見と
感動」をご提供します。

1．期間
実施期間：平成 28 年 11 月 2 日(水)～平成 29 年 2 月 14 日(火) ※105 日間
点灯時間：17 時 00 分～23 時 00 分
（当日の状況により開始時刻が変更になる場合があります。
）
※初日（11 月 2 日）の点灯は 18 時 30 分頃（予定）
2．場所
JR 大阪駅・大阪ステーションシティ 5F「時空(とき)の広場」
3．内容・体感ストーリー
時空の広場に上がると可愛らしい『スノーマン』がお客様
をお出迎えします。そこに、ドーム屋根からつり下げた圧倒的
な存在感の『夜空のリボンヴェール』
、床面にはゴールドの輝
きを放つ『光のストリート』
、リボンの可愛らしさが印象的な
『光のギフトポール』がお客様を広場の奥へと導きます。
奥へ進むとリボンやハートの形をしたギフトボックスを飾り、
思わず写真を撮影したくなる仕掛けをご用意するとともに、華や
かで気品と温かみのある空間でお客様を包み込みます。
※文中の『
』内の装飾については別紙をご確認ください。
4．
『Twilight Fantasy』公式ホームページ
http://osakastationcity.com/twf/
（本日 15 時からの立ち上げを予定しています。
）

（上）メインビジュアル （下）イメージパース

5．点灯イベントの実施
【日ああ時】 平成 28 年 11 月 2 日（水） 18 時 20 分～
※点灯時刻：18 時 30 分頃（予定）
【場ああ所】 大阪ステーションシティ 5F「時空の広場」
※開始時刻が変更になる場合があります。
【概ああ要】 イルミネーションのコンセプトと連動させて「リボン」や「ギフト」をイメージにしたパフォーマンス
を実施。イルミネーションのオープニングを華やかに演出します。
※点灯イベントは、報道公開を予定しております。別途、詳細をご案内いたします。

別 紙

【イルミネーション等の説明】

＜夜空のリボンヴェール＞

■夜空のリボンヴェール
ドーム屋根から最大で高さ約 16m×幅約 20m になる３つの
天井ヴェールをつり下げます。華やかなゴールドの LED とモ
チーフとして赤いリボンを飾り付けて大きな贈り物を表現。
中央部のヴェールは、開業後初の試みとして、クリスマス
期とバレンタイン期にデザインを変更させ、季節感をより一
層高める演出を実施します。

■光のギフトポール・光のストリート
赤いリボンの可愛らしさが印象的な「光のギフトポール」
と床面の「光のストリート」が、ゴールドやホワイトの輝き
でお客様をお出迎えします。
さらに広場の奥へ進むと、光り輝くリボンやハートの形を
したギフトボックスが現れる等、巡る楽しさも演出します。

■スノーマン
例年好評の可愛いスノーマン達が「光のストリート」でお
客様をお出迎えします。華やかで気品と温かみのある空間の
中で撮影スポットとしてお楽しみいただけます。

＜光のギフトポール＞

＜光のストリート＞

■音と光の点灯演出
毎時 00 分と 30 分は音楽に合わせ「夜空のリボンヴェール」
「光のギフトポール」
「光のストリート」が通常時とは異なる
点灯を展開します。1 時間に 2 回、音楽と連動したイルミネ
ーションの変化をお楽しみいただけます。

■イルミネーション装飾の仕様
・LED 電球数
約 9 万 3 千球
・夜空のリボンヴェール
3枚
・光のギフトポール
4本
・光のストリート
8 区画
・スノーマンオブジェ
32 体
・照明演出用機材
4灯

（色
（最大サイズ
（サイズ

：ゴールド・ホワイト・レッド）
：高さ約 16ｍ×幅約 20ｍ）
：高さ約 3ｍ50 ㎝）

（色

：イエロー・オレンジ・レッド・グリーン等）

【イベント情報】
■ステージイベント
・光と音楽が共演するトワイライトコンサート ～大阪ステーションシティ×大阪音楽大学～
大阪ステーションシティと大阪音楽大学がコラボレート。
「時空の
広場」でしか味わえない、クリスマスならではの楽曲を中心としたコ
ンサートを開催します。華やかで気品と温かみのある空間に包まれ
ながら、コンサートの高揚感をお楽しみください。
【日ああ時】 平成 28 年 12 月 24 日(土)
17 時 30 分～、18 時 30 分～（各回 30 分程度を予定）
【場ああ所】 大阪ステーションシティ 5F「時空の広場」
＜昨年の実施画像＞

■その他
・イルミネーションガイドツアー
「Twilight Fantasy」の見所を中心に、この時期にしか見られない大阪ステーションシティの夜の様子をご
紹介するイルミネーションガイドツアーを実施します。さらに、このツアーにご参加いただいたお客様には、
大阪ステーションシティ館内でお得にご利用いただける割引券をプレゼントします。
【期ああ間】 平成 28 年 12 月 1 日（木）～平成 28 年 12 月 25 日（日）
【開始時刻】 18 時 30 分～ ※所要時間約 40 分（予定）
【料ああ金】 大人 1 名 500 円（小人 1 名 250 円）
【予約方法】 TEL:06-6458-0212（大阪ステーションシティ 3F インフォメーション 営業時間 10 時～20 時）

・梅田スノーマンフェスティバル 2016
今年で 7 回目となる「梅田スノーマンフェスティバル 2016」における“スノーマンパーク”の会場として、
期間中の一部日程で音楽イベント等を実施します。
【期ああ間】 平成 28 年 11 月 26 日（土）～平成 28 年 12 月 25 日（日）
【場ああ所】 大阪ステーションシティ 5F「時空の広場」
【主ああ催】 梅田スノーマンフェスティバル 2016 実行委員会

以 上
※各画像・イラストはイメージです。
※各計画内容は、予告なく変更する場合があります。

＜大阪ステーションシティ連絡協議会の構成企業・団体＞
ＪＲ西日本ＳＣ開発㈱、大阪ステーションシティシネマ、㈱コナミスポーツ＆ライフ、㈱エスクリ、サポートプラザ会、
㈱大丸松坂屋百貨店、㈱ホテルグランヴィア大阪、サウスゲートビル飲食店会、
㈱ジェイアール西日本デイリーサービスネット、JR 西日本大阪開発㈱、西日本旅客鉄道㈱、大阪ターミナルビル㈱
＜梅田スノーマンフェスティバル 2016 実行委員会＞
阪急電鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、一般社団法人グランフロント TMO、西日本旅客鉄道㈱、大阪地下街㈱、
㈱阪急阪神百貨店、大阪市、㈱カクタス、大阪ターミナルビル㈱
※順不同

