
<開催概要＞

■日時：２０１９年６月１日（土）18時～22時

※荒天の場合は6/2（日）に順延、6/2（日）も荒天の場合は、6/3（月）に再順延。 ※順延開催の場合、プログラム内容を変更する場合がございます。

■会場：梅田・茶屋町エリア一帯（阪急梅田駅 茶屋町口改札口出てすぐ）

■内容：キャンドルアート作品の展示、施設照明の消灯ほか ※詳細は別紙「プログラム概要」をご覧ください。

■主催：1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ実行委員会

［構成メンバー］

アーバンテラス茶屋町、梅田東連合振興町会、梅田ロフト、大阪工業大学（学校法人常翔学園）、大阪市、関西大学、

北梅田地区まちづくり協議会、XROSS chayamachi、宝塚大学、NU茶屋町、NU茶屋町プラス、阪急電鉄株式会社、

ホテル阪急インターナショナル、株式会社毎日放送、学校法人ロイヤル学園ベルェベル美容専門学校 ※50音順

（事務局）株式会社カクタス

■共催：阪急阪神ホールディングス株式会社

■協力：一般社団法人日本キャンドル協会

■協賛：株式会社阪急阪神百貨店/カメヤマローソク/UNIQLO OSAKA

1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY
茶屋町スロウデイ実行委員会

2019年4月23日

2019年6月1日（土）、梅田・茶屋町エリアにおいて「1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロ

ウデイ2019」を開催します。

本イベントでは、梅田・茶屋町エリアの企業、地域団体、学校及び行政が集い、街の連携と賑わい創出を図

ることで“歩いて楽しいまちづくり”を推進し、茶屋町の新たな魅力を発信することを目指しています。

新元号「令和」となり新しい時代が始まる節目となる今年は、「Celebration」をテーマとしたキャンドルアート作

品を展開します。また、日中からお楽しみいただけるよう、各所でワークショップを展開。夏の夜、一年に一度、

キャンドルの灯がやさしくつつむ梅田・茶屋町エリアをゆっくりと散策し、スロウな時間をお過ごしください。

梅田・茶屋町でスロウな時間を過ごす

1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY
茶屋町スロウデイ2019
６月１日（土）開催

～今年は「Celebration」をテーマに、街一帯でキャンドルアート作品を展開～

＜本件に関するお問合せ先＞
1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ実行委員会事務局 （株式会社カクタス内 担当：近藤・川島）

TEL:06-6533-2722（平日10:00～17:00） FAX:06-6533-3006 E-mail: slowdayinfo@cactus7.co.jp

イベントの詳細情報は、雨天時の対応も含め、以下の公式アカウントにて随時公開します。

Facebookアカウント 「chayamachicandle」 Instagramアカウント 「chayamachislowday」

キャンドルアワード2018グランプリ作品 昨年の開催の様子



キャンドルの灯りのもと
幻想的なライブを開催します。

1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2019 プログラム概要

梅田・茶屋町エリアの施設の想いが
つながり施設照明が消灯・減灯されます。

～街の照明が消える～ ライトダウン

～音楽に包まれよう～スロウライブ

～茶屋町を巡ろう～キャンドルスロウスポット

▲THE SOULMATICS

街のみんなの想いがつながり、キャンドルアートで灯り空間をつくりあげます。

～つくって楽しもう～ ワークショップ

別紙

MAP No. 作品名 作品紹介 実施主体 場所

A 青の銀河2019
辺り一面に輝く、青と紫のりんどうの花畑。宮沢賢治の代表作「銀河鉄
道の夜」に登場する、銀河ステーションをモチーフにした作品です。

阪急電鉄 阪急電鉄本社ビル前

B 癒しのひかり
「癒し」と「看護」をテーマにした、ひかりと香りのキャンドルアート作品を
お楽しみください。

宝塚大学 看護学部 宝塚大学 大阪梅田キャンパス前

C キャンドルウェディング
約200本のハンドメイドキャンドルを使用し、白を基調とした上品な空
間を表現します。

ホテル阪急インターナショナル×
一般社団法人日本キャンドル協会

ちゃやまちアプローズ西側入口前

D キャンドルストリート
アーバンテラス茶屋町北側にキャンドルストリートが出現。やさしい灯り
でお祝いムードを演出します。

アーバンテラス茶屋町 アーバンテラス茶屋町北側

E XROSS of light
XROSS chayamachiは新元号のお祝いをプレゼントで演出。クロスを赤
いリボンで表現します。

XROSS chayamachi XROSS chayamachi南側

F MBSキャンドルタワー
MBSちゃやまちプラザステージ前のキャンドルタワーが、新しい元号と
共にお客様をあたたかく迎え入れます。

MBS MBSちゃやまちプラザステージ前

G-1 太陽と月
素敵な毎日をまるでお祝いしてくれるかのように、巡り廻る太陽と月の
灯りをキャンドルで表現します。

梅田ロフト×Quartet♪
梅田ロフト1階正面入口前
イベントスペースMBS側

G-2
Camille in JUNE
～6月のカミーユ～

カミーユという女の子の為に友人が集まり、6月に祝宴が行われる・・・。
そんな祝福の時間を灯りで表現します。

梅田ロフト×Lente
梅田ロフト1階正面入口前
イベントスペースCHASKA茶屋町側

H 飛躍
新しい時代に、関大生が大阪の街の活気付けに果敢に挑戦していこ
うという想いをこめました。

関西大学 CHASKA茶屋町前

I
キャンドルに彩られた
6月の花嫁

“6月の花嫁は幸せになる”。そんな言い伝えと共にキャンドルに彩ら
れた花嫁たちが茶屋町に登場します。

ベルェベル美容専門学校 ベルェベル美容専門学校前

J 星の宝箱
新元号となった今、みんなの想いを星型のキャンドルに込めて火を灯
します。温かい炎の灯りが幸せをお祝いしてくれます。

NU茶屋町×Play:Ground NU茶屋町前

K つなぐ
全てのモノには、何かを「つなぐ」力がある。その力の偉大さと美しさを
キャンドルの灯りで表現します。

大阪工業大学
（学校法人常翔学園）

大阪工業大学
梅田キャンパス外周

キャンドルアワード イベント当日、来場者の皆さまの投票により人気作品を決定します。 阪急電鉄×13組のアーティスト
・ちゃやまちアプローズ南側
・旧能勢街道

▲昨年の様子

開催MAP

場所 概要 実施主体

アーバンテラス茶屋町
北側 (MAP D)

時間：13:00～無くなり次第終了

・定員数：先着100名様
・参加費：無料

アーバンテラス茶屋町

梅田ロフト 4階
インテリア売場 （MAP G）

時間：11:00～18:00
・定員数：70名様
・参加費：2,500円（税込）

JCAキャンドルスタジオ

大阪校

ＮＵ茶屋町 １階
エントランス付近 （MAP J）

時間：13:00～18:00
・定員数：先着50名様
・参加費：1,200円（税込）

ＮＵ茶屋町プラス１階

Play:Ground

▲大阪音楽大学

～おうちで灯そう～キャンドルマーケット
キャンドルアーティスト手作りのオリジナル
キャンドルを購入できるマーケットを開催します。

協力：一般社団法人日本キャンドル協会

場所 茶屋町各所および周辺施設

時間 20：00～22：00

場所 ・阪急電鉄本社ビル (MAP A)
・大阪工業大学１階ロビー (MAP K)
・阪急中津スクエア(MAP L)

時間 18：00～21：00

出演者 THE SOULMATICS、大阪音楽大学

場所 ・梅田芸術劇場前 (MAP M)
・阪急中津スクエア (MAP L)

時間 18：00～22：00

時間 18：00～22：00

キャンドルスロウスポットとともにお楽しみいただけます。

▲昨年の様子

阪急電鉄中津高架下のサテライト会場では、キャンドルの灯りの中、
軽食やライブ等をお楽しみいただけます。

場所 阪急中津スクエア (MAP L) 大阪市北区中津１-１-３６

時間 18:00～22:00

実施主体：阪急電鉄株式会社/協力：同志社女子大学 上田研究室



1000000人のキャンドルナイト＠OSAKA CITY 茶屋町スロウデイ2019 プログラム概要

今年は、“Celebration”をテーマとした、アーティストによる幻想的
なキャンドルアート作品を展示します。イベント当日、会場内でお
客様による人気投票を開催しますので、是非ご参加ください。

■作品一覧

一般社団法人日本キャンドル協会（JCA）協力によるキャンドルマーケット、ワークショップ等も開催。

キャンドルアーティストやキャンドルインストラクターの育成・資格認定、また資格を取得した人たちのための活躍のステージを広げていくため、精力的に活動さ
れているJCA協力のもと、キャンドルアーティストによるキャンドルの販売やワークショップを実施します。

展示No. 作品名 作品紹介 アーティスト名 ジャンル photo

1 Jurassic Love Lights
地球に生きる者にとって、今も昔も普遍的に大切なものは-愛-。
太古の恐竜達が友情や、思いやりのキャンドル「愛の灯」を持ち寄
り、光の宴が今、開かれます。

加藤トシユキ 絵画×立体

2 祝福の日
温かいキャンドルの灯りに包まれたガーデンパーティー。扉をモ
チーフに新しい時代にかける未来への希望を表現します。

松田友紀
フラワー
アレンジメント

3 Toast of the goddess
オリンピックをテーマに参加する全ての人々の平和と安全、勝利
を祈り、女神からの祝杯をキャンドルで演出します。

鱗組
立体
インスタレーション

4 YUMEKUJIRA
見る人を幸運に導くといわれる「ゆめくじら」が、夢と希望を運びま
す。「ゆめくじら」とキャンドルの灯を通して幸せな気持ちをみんな
でお祝いしましょう。

シェアアトリエ
バンビ

立体
インスタレーション

5 June bride
幸せのジンクス…6月の花嫁。キャンドルの灯りに囲まれたお祝い
のワンシーンを鮮やかなチョークアートで表現します。

MASH ART チョークアート

6 Triangle festival
明るさ、温かさ、揺らぎ、そして影。キャンドルの魅力を最大限に
引き出し、光と影が織り成す幻想的な祝福の空間を演出します。

藤原正和 インスタレーション

7 Blossoming
まるでホオズキの殻に優しく包まれているような不思議な空間が
出現。無数のキャンドルの光と植物に囲まれて、新しく生まれ変
わる自分をお祝いします。

桑山真弓
立体
インスタレーション

8 新元号おめでとう！
“新元号になる今”だからこそ感じることのできる、キャンドルの優し
い祝福の灯り。植物とキャンドルのコラボレーションで表現します。

福春造園 造園

9 時空フェスティバル
現在から未来へ受け継がれる時空をガラスの世界でお祝い。厚
みのあるステンドグラスやガラスのカケラがキャンドルに照らされ
て輝く空間を演出します。

JIKU ART 
CREATION

立体
インスタレーション

10 ハートウォーミングナイト
茶屋町に暮らす人たちの「こころ」をハートのバルーンで、「温もり」
をキャンドルの灯りで表現。心安らぐ祝福に包まれた空間を演出
します。

池田企画 バルーンアート

11 MIRROR BALL PARTY
紙やスパンコールを使った自作のミラーボールと、鏡の反射や
キャンドルの灯りの煌めきによる、賑やかな空間をお楽しみくださ
い。

イムラアヤコ インスタレーション

12 HOLY GALADAY
トリックアートを用いたビーナスと天使の作品とともに、キャンドルの
灯りでキラキラなお祝い空間を演出します。

大野えつし 現在美術作家

13 ジャポニズム・フェスティバル
日本の四季のお祝い事を切り絵で表現。ステンドグラスのような
切絵屏風が、キャンドルの灯りを通して夜の街で光り輝きます。

Shima 切り絵

別紙

13組のアーティストによる光のアート。

キャンドルアワード
場所 ・ちゃやまちアプローズ南側

・旧能勢街道（NU茶屋町、NU茶屋町プラスの間）

時間 18：00～22：00


