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UMEDA MEETS HEART実行委員会

UMEDA MEETS HEART 2022 開催決定！

「UMEDA MEETS HEART 2022」 開催概要

開 催 テ ー マ

期 間

場 所

主 催

主 な 内 容

公式WEBサイト

: ハートをつむぐ。UMEDAをつなぐ。

: 2022年12月1日(木)～12月25日(日)25日間

(特設会場イベント(AREA CONTENS)は、12月15日(木)～12月18日(日)予定）

: 梅田地区一帯

: UMEDA MEETS HEART実行委員会

: 1) HEART COLLECT     (ハートコレクト)

: 2) HEART SPOT          (ハートスポット)

: 3) HEART RALLY         (ハートラリー)

: 4) AREA CONTENTS      (エリアコンテンツ) 

: 5) HEART ARCHIVE     (ハートアーカイブ)

: 左記QRコードを読み取りいただくか、下記URLからご確認ください。

https://umedameetsheart.com

UMEDA MEETS HEART実行委員会 (※1) は、梅田地区の冬の風物詩

となることを目指し、“ハート”をモチーフに梅田のまちの魅力を発信するエリアイベント、

「UMEDA MEETS HEART 2022」を開催します。

3回目の開催となる今年のテーマは『ハートをつむぐ。UMEDAをつなぐ』。

心温まるメッセージを募集する「HEART COLLECT」をはじめ、各会場の特性や環境

を活かした特設会場イベント「AREA CONTENTS」、ハートを象った装飾やイルミネー

ションがまちなかに展開される「HEART SPOT」やWEB版スタンプラリー「HEART 

RALLY」など、梅田の冬のまち歩きを存分に楽しんでいただける内容となっています。

本イベントの実施を通して、梅田地区一帯の魅力をさらに醸成・発信していきます。

▲メインビジュアル

ウ メ ダ ミ ー ツ ハ ー ト

(※1)UMEDA MEETS HEART実行委員会

梅田地区エリアマネジメント実践連絡会(※2)、大阪市、株式会社カクタス(事務局)により構成。

(※2)梅田地区エリアマネジメント実践連絡会

西日本旅客鉃道株式会社、阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社、一般社団法人グランフロント大阪TMO、大阪市高速電気軌道株式会社の

5者で構成。梅田地区全体の競争力、集客力、地域力を高め、持続的な発展に向けた活動の実践を目的としています。

(参照：WEBサイト「UMEDA CONNECT」 https://umeda-connect.jp / 「梅田コネクト」で検索)
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(詳細は次頁参照)

https://umedameetsheart.com/
http://umeda-connect.jp/


１)HEART COLLECT ハートコレクト

➀MESSAGE TREE(メッセージ展示)

「ぼくのゆめ・わたしのゆめ」をテーマに、大阪市北区内の幼稚園・保育園に通う子供たちから、

まちへの想いを記したハート型のメッセージを募集しました。

集まったたくさんのハートは、大きなメッセージツリーとなり、下記の展示場所で

自由にご覧いただくことができます。また、公式WEBサイトでもメッセージを紹介します。

■募集対象：大阪市北区内の幼稚園・保育園に通う子供たち

■協 力：大阪市北区役所

■期 間：12月1日(木)～25日(日)

■メッセージツリーの展示場所

・グランフロント大阪会場 うめきた広場南側ケヤキ並木デッキ

・大阪ステーションシティ会場 JR大阪駅大阪ステーションシティ5F 時空の広場

▼2020年度実施の様子

特設会場イベント「AREA CONTENTS」では、皆様からの心温まるメッセージを大募集。

ご記入いただいたメッセージは、会場に展示するツリーに飾っていただきます。

ご記入いただいた方には、さらに梅田のまち歩きを楽しんで頂けるよう、イベント期間中梅田

エリアのお店などで割引サービスやノベルティがGETできる“THANKS TAG”をプレゼントします。

■募集対象：AREA CONTENTS各特設会場にお越し頂いたお客さま

■開催会場：西梅田会場、グランフロント大阪会場、Osaka Metro 泉の広場会場

阪急茶屋町会場（アプローズタワー南側）、大阪ステーションシティ会場

■THANKS TAG 参加施設・店舗：商業施設やホテルなど13施設・72店舗

②Feeling Hearts Message(特設会場でのメッセージ募集)
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２)HEART SPOT ハートスポット

梅田地区の各施設(商業施設・ホテル等)にハートやイルミネーションが装飾され、

梅田エリアの一体感が感じられる、心あたたまるスポットが登場します。

■開催期間：12月1日(木)～25日(日)

※各施設の営業時間にあわせて実施します。

■参加施設：梅田地区の55施設

「HEART SPOT」を探して、梅田のまちをひと巡り。スタンプを集めて素敵な賞品をゲット！

HEART SPOT(一部除く)をラリーポイントとして、大規模なWEB版スタンプラリーを2年ぶりに開催！

３つのエリアに分かれたラリーポイントを巡って、スマートフォンでQRコードを読み取り、

スタンプを集めて応募すると、抽選で素敵な賞品が当たります。

さらに、「AREA CONTENTS」の各特設会場限定の「LUCKY STAMP」を探してみよう！

3個以上取得すると、応募の際に賞品の当選確率がアップします。※応募口数が1口増えます。

■開催期間：12月1日(木)～25日(日)25日間 ※応募の締切は、25日(日)23:59まで

■参加施設：梅田地区の39施設

３)HEART RALLY ハートラリー

まちがハートと光でつながり、心あたたまるスポットが登場！

▼THANKS TAG イメージ

※掲載写真は実施イメージです。



■日時：12/3(土)
■場所：阪急うめだ本店9F祝祭広場 14:10～17:35(予定)

阪急サン広場 15:30～18:30(予定)

■内容：
阪急うめだ本店共催の「クリスマスキッズ
ゴスペルコンサート with THE SOULMATICS」
をはじめ、過去出演グループによるライブを開催！
世代を超えたゴスペルの魅力が満載のステージ
をどうぞお楽しみください！

４)AREA CONTENTS エリアコンテンツ

梅田エリアの主要スポットで、冬のまち歩きを楽しめる特設会場イベントを開催！色んな会場を楽しもう！

クリスマスシーズンを彩るハートウォーミングなコンテンツや人々が集うマルシェなど、多彩なイベントを開催します。
‘冬の梅田のまちのにぎわい’を感じることができる、梅田のまち一帯が連携した取組です。

■グランフロント大阪会場：CREATOR’S DECK

■日時：12/15(木)11:00～19:00
12/16(金)11:00～21:00
12/17(土)11:00～14:00
【キッチンカー】
＜Day＞ 11:00～14:00
＜Night＞16:00～21:00 ※12/16(金)のみ

■場所：西梅田公園および周辺の公共空間
■内容：

西梅田地区に位置する西梅田公園に、
ランチやディナーが楽しめるキッチンカーや
おしゃれ雑貨が並ぶマルシェが大集合。
また、気軽に体を動かせるアクティビティも
登場するなど、お食事やお買い物からスポーツまで楽しめる
空間が期間限定で登場します。公園にはヒーターも設置して
いるので、寒さを心配せずに、ちょっぴり早めのクリスマス気分を
お楽しみください。

■大阪ステーションシティ会場：
Twilight Fantasy×UMEDA MEETS HEART

■日時：12/17(土)・18(日) 13:00～17:30 (両日とも)
■場所：JR大阪駅5F 時空の広場
■内容：
★コンサート×イルミネーション装飾×限定フード★
アカペラ、ゴスペル、ジャズ、ミュージカルなど
クリスマスにちなんだ様々な演奏が大阪駅に
大集結！
カフェ「バール・デルソーレ」のクリスマス限定メニューを
楽しみながら、夜はトワイライトファンタジーによる
3年ぶりのイルミネーションの光に包まれ、
演奏される素敵な音楽に耳を傾けてみては。
北区の子どもたちの「ゆめ」が詰まった
メッセージツリーボードも展示しています。

※掲載写真は実施イメージです。 3

■阪急茶屋町会場：茶屋町 crossing heart

■日時：12/17(土)・18(日) 13:00～18:00(両日とも)
■場所：アプローズタワー南側・NU茶屋町東側をはじめ、

OSAKA FOOD LAB・阪急電鉄本社前等でも開催！
■内容：

阪急茶屋町エリアで奏でる2022Xmas。
レッドカーペットが敷かれた会場では、
本格的なマーチングパレードやチアダンス、
ゴスペルのステージが繰り広げられます。
キッチンカーのあったかフード・ドリンクを
片手に、クリスマスの音楽が鳴り響くまちの
賑わいと、人々の想いが行き交う空間を
お楽しみください。

■梅田ゴスペルフェスティバルスピンオフ企画
Gospel Showcase

■Osaka Metroドーチカ会場：ミリオンハートプロジェクト
連携企画

■西梅田会場：西梅田 PARK CARAVAN

■日時：12/17(土) 13:00～17:00
■場所：CAFÉ Onthe ドーチカ
■内容：

ハルキハウスのアーティストが手掛ける
「ミリオンハートプロジェクト」。
このプロジェクトは祝福や感謝の気持ち、平和
への祈りをハートの絵に込め、特別な人々への
贈り物として始まったものです。
今回はチャリティ展覧会に加え、約3時間を
使って、ハートの絵を30枚描くワークショップを開催。
いろいろな描き方をすることで、無意識だった個性や美意識を
導き出す内容になっています。「絵が苦手」「絵心が無い」と思う
方でもお楽しみいただけますのでぜひお越しください。
※ワークショップは定員12名の事前予約制です。

■日時：①12/1(木)~25(日)
ハートコレクトメッセージツリーボード展示
アーティスト作品展示
②12/16(金) 11:00~19:00
アーティスト SilSil ライブペイント

③12/18(日)
11:00~12:30,13:30~16:00
美術家 中島麦アートワークショップ

④12/16(金)～18(日)11:00~19:00 
クリエイターズマルシェ

■場所：グランフロント大阪うめきた広場南側
ケヤキ並木デッキ周辺

■内容：
グランフロント大阪会場では、美術家 中島麦
アーティスト SilSilによるアート制作・展示や関
西クリエイターによる心温まるクリスマスマルシェで
冬のうめきたを楽しんでいただけます。



５)HEART ARCHIVE ハートアーカイブ

開催期間終了後、今年の梅田のまちの風景やイベントの様子を公式WEBサイトでアーカイブ！

イベントの様子を、年々移り変わる梅田地区の風景とともに、
公式WEBサイト上に残し、未来に繋いでいきます。

今回は、梅田エリア内の連携として「上田安子服飾専門学校 スタイリン
グフォト学科」の皆さんと一緒に、プロモーションムービーの制作を行います。

公開時期は、2023年３月頃を予定しています。

＜本イベントに関するお問合せ先＞

UMEDA MEETS HEART実行委員会 事務局(株式会社カクタス内) 担当：西山・向井・若林

TEL：06-6533-2722 (平日10:00～17:00) / e-mail：info@umedameetsheart.com

UMEDA MEETS HEARTでは、新型コロナウイルス感染症対策として、お客様ならびに関係者、

スタッフの健康と安全を第一に考え、各参加施設、会場ごとに感染防止対策を行い、開催いたします。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催内容の変更や一部中止となる可能性がございます。

開催状況は、UMEDA MEETS HEART公式WEBサイトをご確認ください。

大阪・光の饗宴2022との連携について

▼昨年度のアーカイブムービー

「UMEDA MEETS HEART 2022」は、「大阪・光の饗宴2022」の
エリアプログラムに「BELL の CONCERTO」としてエントリーしています。
https://www.hikari-kyoen.com/area/program01/

また、中之島にはBIGスノーマンが登場。梅田から中之島に遊びに
やって来たかわいい雪だるまと記念撮影をぜひ！
詳細は、「大阪・光の饗宴公式ホームページ」“OSAKA光のルネサンス2022”をご覧ください。
https://www.hikari-kyoen.com/renaissance/
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※掲載写真は実施イメージです。

mailto:info@umedameetsheart.com
https://www.hikari-kyoen.com/area/program01/
https://www.hikari-kyoen.com/renaissance/

