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梅田スカイビル

NEWS LETTER
＜ 梅田スカイビルXmas 2018 ＞
2018年11月16日（金）～12月25日（火）開催
梅田スカイビル1F広場で開催される「ドイツ・クリスマスマーケット大阪2018」や
今夏リニューアルオープンした空中庭園でのクリスマスイベント「空中庭園Xmas 2018」
昔懐かしい昭和のクリスマスシーンを体感できる「CHRISTMAS in 滝見小路」など
梅田スカイビル全体が多種多彩なクリスマスカラーに染まります。
積水ハウス梅田オペレーション株式会社（大阪市北区大淀中、代表取締役／鈴木貞二）に
て管理運営を行っている梅田スカイビルでは、2018年11月16日（金）～12月25日（火）の期
間「梅田スカイビルXmas 2018」を開催いたします。
今年は「煌めく街を巡る」をテーマに梅田スカイビル全体で様々なクリスマスイベントを開催
し、クリスマスカラーに染まった街巡りをお楽しみいただけます。
新梅田シティ・ワンダースクエア（梅田スカイビル1F広場）では、今年も本場ドイツからクリス
マスマーケットがやってきます。マーケットのシンボル・高さ27mの「新梅田シティ・クリスマスツ
リー」の周りには25軒の木製の小屋“ヒュッテ”が軒を連ね、グリューワインや焼きソーセージな
どのドイツグルメや、多種多彩なクリスマスオーナメントなどが勢ぞろいし、会場全体がまるで
本場ドイツのクリスマスシーンとなります。120年の歴史を持つ「アンティーク･メリーゴーラン
ド」も登場し、夜には煌びやかなイルミネーションが輝く光の世界に包まれます。
今年の7月にリニューアルオープンした空中庭園展望台40Fでは、Production H（PDCH）
監修のもと、空間デザイン/ディレクター･Haruka Kanataとのコラボレーションによる初企画
で、今までにないクリスマスデコレーションが登場いたします。毎年好評の“星型オーナメント”
やDJによる音楽イベント、ワークショップの開催など様々なイベントを開催します。
B1Fに位置する、昭和の街並みを再現したレトロ商店街“滝見小路”では、「レトロXmas」を
テーマに昭和のクリスマスシーンが初登場するほか、今年は各飲食店からクリスマス限定メ
ニューが登場し、昔懐かしい昭和期のクリスマスシーンと共にお楽しみいただけます。
つきましては、貴社媒体にて告知面でのご協力を賜りたくお願い申し上げます。
※概要は別紙の通りです。

【本件に関するお問合せ】
積水ハウス梅田オペレーション株式会社
運営事業部 企画広報
TEL：06-6440-3901（平日9：00～17：30） ／ FAX：06-6440-3876
Email：kuchu-teien@mail.skybldg.co.jp ／ HP：https://www.kuchu-teien.com/event/xmas/

≪別紙≫

ドイツ・クリスマスマーケット大阪 2018
■マーケットのシンボル 「新梅田シティ ・ クリスマスツリー」
今年で 26 回目の登場となる巨大クリスマスツリーは、 高さ 27m
にもなり 「ドイツ ・ クリスマスマーケット大阪」 のシンボルとして、
会場を煌びやかに彩ります。 ツリー発祥の地 ・ ドイツのクラシカ
ルな装飾が施されるツリーの最上部には “クリスマスの星” とも
呼ばれる 「ベツヘレムの星」 が輝きます。 足元にはツリーの中
を通り抜けていただけるトンネルが設けられ、 ひと味違ったツリー
の姿をお楽しみいただけます。

新梅田シティ・クリスマスツリー

■ドイツから海を越えやってくる木製の小屋 「ヒュッテ」
ツリーの周りに軒を連ねるのは木製の小屋 「ヒュッテ」。 それらはす
べてドイツから海を越えやってきており、 また会場内の装飾はすべて
ドイツ人ディレクターによって監修されているため、 大阪にいながらに
して本場ドイツのクリスマスシーンを体験いただけます。 24 軒あるヒュッ
テでは、 マーケットのお供･グリューワインや焼きソーセージなどのドイ
ツグルメはもちろん、 伝統工芸品やクリスマスオーナメントなどが勢ぞ
ろいし、 ドイツ人スタッフ自らがコミュニケーション豊かに接客します。

■120 年の歴史を持つ 「アンティーク ・ メリーゴーランド」
現存する木製のメリーゴーランドはヨーロッパに 4 台のみとなっており、
ー
その中でも 2 番目に長い歴史を持つのがこちらの 「アンティーク ・ メリー
ゴーランド」です。 ドイツのクリスマスマーケットではよく見られるメリーゴー
ー
ランド。 家族揃って乗り、 クリスマスの雰囲気を満喫するのがドイツ式の
クリスマスマーケットの楽しみ方なのです。
【乗車料】 400 円 （身長 1m 以下のお子様 200 円）

■ドイツのサンタ “ニコラウス” が登場！ 「ニコラウス･ターク」 ■Xmas カウントダウン 「アドベント･クランツ」
12 月 6 日は 「ニコラウス ・ ターク」 と呼ばれ、 ドイツでは子ど

クリスマスから数えて 4 つ前の日曜日を 「アド

もたちがプレゼントをもらえる一

ベント」 と呼び、 日

大イベント。 そんなニコラウス

曜日ごとに 1 本ずつ

が、 「ドイツ・クリスマスマーケッ

ロウソクに火を灯し

ト大阪」 にも登場します。

ていくのが習わし。

※ニコラウスは 12 月 6 日 ( 木 )
※ニコラ

今年は 12 月 2 日が

と週末の夜に登場します。
と週末

第 1 アドベントです。

■多種
■多種多彩なクリスマスオー
ナメントが勢ぞろい
ナメント
毎年人気のドライフラワーで
毎年人
作られた
作られた小物はもちろん、 伝
統工芸
統工芸品を始めとした様々な
専門店
専門店が建ち並びます。 クリ
スマスギ
スマスギフトにもぴったりです。
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≪オープニングセレモニー≫11月16日(金)16:15～
【期間】11月16日(金)～12月25日(火)
【時間】 月～木
12:00～21:00
金
12:00～22:00
土・日・祝 11:00～22:00
【会場】新梅田シティ・ワンダースクエア
（梅田スカイビル1F広場）

空中庭園Xmas 2018
■アーティストコラボのクリスマスデコレーションが
初登場
Production H （PDCH） 監修のもと、 新進気鋭の空
間デザイン / デコレーター ・ Haruka Kanata とのコラボ
レーションにより、 空中庭園展望台 40F 屋内展望フロ
アの一部がクリスマスデコレーションで彩られたフォトス
ポットに変身します。
【期間】12月1日（土）～25日(火)
【時間】9：30～22：30（最終入場22：00）

Xmas Special Photo Spot feat. Haruka Kanata

【場所】空中庭園展望台40F

※写真はイメージです。

■「星に願いを。」 星型オーナメントをプレゼント
空中庭園 Xmas の定番人気コンテンツとなった、“ホワイトツリーの森”
が 2018 年も登場します。 期間中、 空中庭園展望台 40F のカフェ
「cafe SKY 40」 もしくは空中庭園 39F にあるギャラリーショップ
「UM
U
「UMEDA
SKYBLDG GALLERY SHOP」 をご利用のお客さまに、 星
型
型オ
型オーナメントをプレゼント。 願いごとを託し、 ホワイトツリーに飾って
いた
いただけます。
【期間】11月16日（金）～12月25日(火)
【時間】10:00～22:00
【 場 所 】 空中庭園39F「UMEDA SKYBLDG GALLERY SHOP」
空中庭園展望台40F「cafe SKY 40」

※写真は 2017 年のものです。

■「cafe SKY 40」 限定メニューと生ライブを開催
空に浮かぶカフェがコンセプトの 「cafe SKY 40」 では、
Xmas 限定ワインカクテルとキュートなスイーツが登場し
ます。 また 11/28 ・ 12/5 ・ 12/12 の 3 日間は、 DJ に
よるスペシャル生ライブを開催。 眼前に広がる夜景と共
にちょっぴり大人な贅沢時間をお楽しみいただけます。
着物DJ・原清華

cafe SKY 40

cafe SKY 40
【期間】11月16日（金）～12月25日(火)
【時間】10:00～22:00
【 場 所 】 空中庭園展望台40F「cafe SKY 40」

■オリジナルキャンドルのワークショップを開催

■「Xmas★星空 CLUB」 を開催

空中庭園内のショップにて、 カメヤマキャンドルプレ

月に 1 度の星空イベント 「星空 CLUB」 を Xmas 特

ゼンツによる期間限定ワークショップを開催。 オリジナ

別バージョンにて開催いたします。 星のソムリエによる

ルキャンドル作りをお楽しみいただけます。

星空案内をお楽しみいただけます。

【期間】12月1日(土)･8日(土)･15日(土)

【期間】11月17日(土)･12月15日(土)

【 場 所 】 空中庭園39F「UMEDA SKYBLDG
GALLERY SHOP」

【時間】18:00～19:30

※随時開催

【 場 所 】 空中庭園展望台40F･特設シアタースペース
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CHRISTMAS in 滝見小路
■昭和レトロ商店街 “滝見小路” で楽しむレトロクリスマス
梅田スカイビル 1F･B1F に位置する、 昭和の街並みを再現した昭和レト
ロ商店街 “滝見小路” では古き良き時代 ・ 昭和のレトロなクリスマスをお
楽しみいただけるフォトスポットが登場します。 フロア内のクリスマス装飾も
レトロ感あふれるものばかりで、 昔懐かしいノスタルジックな雰囲気をお楽
しみいただけます。
けます。

※フォトスポットイメージ

レトロXmasフォトスポット
【期間】11月16日(金)～12月25日(火)
【場所】昭和レトロ商店街“滝見小路”B1F
[滝見舞台・郵便局前]

■滝見小路内の飲食店 18 店舗から期間限定のクリスマスメニューが登場
滝見小路 ( 飲食店舗全 23 店）のうち 18 店舗から、クリスマス期間限定のスペシャルメニューをご提供します。 家族 ・
友人 ・ 恋人とお楽しみいただけるよう、 パーティープランからディナープランまで幅広いラインナップにてご用意い
たしました。
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