大阪ステーションシティ・イルミネーション
『Ｔｗｉｌｉｇｈｔ Ｆａｎｔａｓｙ〜光り輝く時空の祝宴〜』を開催
2 0 1 7 年 9 月 2 1 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）
～光り輝く時空の祝宴～
今年のイルミネーションのコンセプトは『光り輝く時空（とき）の祝宴』
。
大阪駅が光につつまれる特別な空間へと変わります。
ドーム屋根を活用した「3 連の天井装飾」と、床面やポールに祝宴から連想される
「シャンパン」をイメージした装飾を施します。
シャンパンゴールドを基調とした約 9 万 3 千球の LED を用いた、華やかで気品と
温かみのある輝きで、お客様をお出迎えします。
「大切な人と一緒に美しい思い出」を共有したくなるようなイルミネーションで
大阪ステーションシティでしか体感できない「発見と感動」をお楽しみ下さい。
1．期間
実施期間：2017 年 11 月 1 日(水)～2018 年 2 月 14 日(水) ※106 日間
点灯時間：17 時 00 分～23 時 00 分
※初日（11 月 1 日）の点灯は 18 時 30 分頃（予定）
（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。
）

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、きらめく祝宴会場が広がります。お祝いの場には欠かせ
ない乾杯にちなんだ、
「シャンパン」をイメージしたゴールドのイルミネ
ーションが広場を彩ります。
象徴的な大阪駅のドーム屋根からつり下げた『シャンパンヴェール』、
床面には『シャンパンポール』や、シャンパンの気泡が拡がったかのよ
うな輝きの『スパークルアヴェニュー』が、訪れた方を光でつつみ、
特別なひとときを演出します。
さらに、今年の新たな取り組みとして、

【初実施】

Twilight Fantasy の世界観に入り込める背景を
デザインした壁『フォトウォール』をご用意します。
壁には「＆」の大きな立体文字も設置し、様々な
写真撮影をお楽しみいただけます。
※文中の『
』内の装飾については別紙をご確認ください。

（上）イメージパース
（下）フォトウォールイメージ

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。詳細情報は随時更新していきます。）
5．点灯イベントの実施
【日
時】 2017 年 11 月 1 日（水） 18 時 20 分～
※点灯時間：18 時 30 分頃（予定）
【場
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
要】 点灯イベントでは、舞踏会をテーマにしたダンスパフォーマンスを実施し、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。今年はお客様にパフォーマンスに参加いただくことも予定しています。

別 紙

【イルミネーション等の説明】
『シャンパンヴェール』

■シャンパンヴェール
ドーム屋根からつり下げる装飾は最大で高さ約 16.5m×幅約 20m。
テーマである「祝宴や乾杯」をイメージし、華やかで特別感のあ
るゴールドの LED で、定番となったヴェール装飾にシャンパングラ
スを彷彿させるデザインを施します。2 つ並んでいる形は、乾杯し
ているかのような印象を創出します。
また、クリスマスやバレンタインのシーズンには中央ヴェールに
季節のモチーフが現れる演出も実施し、時期により異なる印象を
醸します。
■シャンパンポール・スパークルアヴェニュー
3ｍ50ｃｍの大きなシャンパングラスに見立てた「シャンパンポ

『シャンパンポール・スパークルアヴェニュー』

ール」が広場の祝宴ムードを盛り上げます。
床面を彩る『スパークルアヴェニュー』は、シャンパンの気泡が
落ち、拡がった様子を表現した放射状のデザインや、窪みを設けた
区画にベンチを置くことで、イルミネーションの中に入り込めるよ
うなデザインなど、例年以上に写真撮影をお楽しみいただける仕様
になっています。
■スノーマンオブジェ
毎年人気のスノーマン達が約 50 体に増員して、お客様をお出迎
えします。
（昨年 32 体）
可愛くドレスアップしたスノーマンにも出会えるかも。
『スパークルアヴェニュー・スノーマンオブジェ』
■点灯演出
毎時 00 分と 30 分に音楽に合わせ、点灯が変化する演出も実施しま
す。さらに今年は、中央部の天井ヴェールの季節モチーフも一緒に
連動する演出も行います。
■フォトウォール
今年の新たな取り組みとして、
『フォトウォール』を設置します。
イルミネーションとリンクした背景デザインで、シャンパングラス

『フォトウォール』

を持って乾杯している写真撮影が楽しめます。
背景デザインと併せて「大切な人と一緒に」という思いを込めた
約 1.3m の「＆」の立体文字も装飾します。
背景の一部は時期ごとに変化するので、カップル、ご家族、お友
達で、クリスマスにバレンタインに、また昼も夜もと様々なバリエ
ーションで、SNS に投稿したくなるような写真撮影をお楽しみいた
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

（色：シャンパンゴールド・ゴールド・白）

・天井装飾

3枚

（サイズ ：最大で高さ 約 16.5ｍ×幅 約 20ｍ）

・照明演出用機材

4灯

（色

・シャンパンポール

4本

（サイズ ：高さ 約 3ｍ50 ㎝）

：黄色・オレンジ・赤・緑・白、等）

・スパークルアヴェニュー 8 区画
・スノーマンオブジェ

約 50 体

■フォトウォールの仕様
・フォトウォール

高さ 約 2ｍ50cm×幅 約 11ｍ

・立体文字「＆」

高さ 約 1ｍ30cm ※台座（約 20cm）の上に設置

【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～
【日
時】 2017 年 12 月 24 日(日)
17 時 30 分～、18 時 30 分～（各回 30 分程度を予定）
＜過去の実施風景＞
【場
所】 大阪ステーションシティ 5F 「時空の広場」
【概
要】 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し、
「時空の広場」でしか味わえないコンサートを実施します。
人気の楽曲やクリスマスならではの楽曲もお送りします。
幻想的な空間でのコンサートの高揚感をお楽しみください。

■その他
・梅田スノーマンフェスティバル 2017
今年で 8 回目となる「梅田スノーマンフェスティバル 2017」における“スノーマンパーク”の会場として、
期間中の土・日・祝日を中心に音楽イベント等を実施します。
【期
間】 2017 年 11 月 23 日（木・祝）～2017 年 12 月 25 日（月）
【場
所】 大阪ステーションシティ 5F 「時空の広場」
【主
催】 梅田スノーマンフェスティバル 2017 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、㈱コナミスポーツクラブ、㈱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 2017 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、大阪ターミナルビル㈱、大阪市、㈱カクタス

※順不同

