
フラワーアートミュージアムの発案者で、世界で活躍する建築家・安藤忠雄氏出席（予定）によるセレモニーを開催。

お花や、安藤忠雄氏サイン入り著書のプレゼントもございます。

お花2ポットを先着で100名様にプレゼント。

※当日の10時から「時空（とき）の広場」にて整理券を配布します。

※詳細はp.3の「花のプレゼント」をご覧ください。

※人数に達し次第、整理券配布は終了します。

花のプレゼント 安藤忠雄氏直筆サイン入り著書をプレゼント
安藤忠雄氏の著書『仕事をつくるー私の履歴書』を抽選で50名様にプレゼント！

※当日の10時から「時空（とき）の広場」にて抽選会を行います。

※当選人数に達し次第、抽選会は終了します。

※当選者には、セレモニー時(11時20分頃)に本をお渡しします。

オープニングセレモニー 10月2日（金） 11:00～　会場：5F 時
と

空
き

の広場



時
と

空
き

の広場（JR大阪駅 5F）

日本の花ゾーン ガーデンゾーン

ジニアやマリーゴールドなど季節のお花を中心に色彩豊かな
花壇と共に、西日本エリアの植物園などのお花の見所を紹介。

『英国近衛軍楽隊“コールドストリーム・ガーズ・バンド”』
バッキンガム宮殿から英国近衛軍楽隊が「大阪ステーションシティ」にやってきます。
深紅のジャケット・クロクマの帽子をまとった伝統的パレードとヨーロッパ最高峰バンドの演奏をお楽しみください。
スコットランド連隊のバグパイプ兵も特別参加。
バグパイプとバンドで演奏するアメイジング・グレイスは聞き逃せません。

今年で4回目の開催となる「フラワーアートミュージアム」。駅上の『時空（とき）の広場』が
イングリッシュガーデンをイメージした庭園など、お花でいっぱいの癒しの広場となり、皆さまのお越しをお待ちしております。

13の鐘の音が時を告げるカリヨン時計をシンボルに、多くの人が行き交う「カリヨン広場」。

昨年に引き続き、大阪府・大阪市が進める「ミツバチが暮らすみんなで育てる花いっぱいまちづくりプロジェクト」

の一環で北区中津小学校の子どもたちが大切に育てたベゴニアが広場を彩ります。是非お越しください。

カリヨン広場（ノースゲートビル 2F）

花いっぱいプロジェクト

10月11日（日）

①13:00～13:30　②15:00～15:30　
③17:00～17:30

【パレード・演奏】

マリーゴールド ペンタスジニア ケイトウ

日本の花
ゾーン

バラやカントリー風のオブジェを用いながらお花を愛する
英国のイングリッシュガーデンをイメージした庭園。

ガーデン
ゾーン
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他 サルビア ダリアコスモスミニバラ 他

会場：時空（とき）の広場（5F）

14:00～14:15

【演奏】
会場：風の広場（ノースゲートビル 11F）

16:00～16:15
会場：南ゲード広場（サウスゲートビル 1F）

お花と緑で彩られた
イングリッシュガーデンをイメージした
庭園をお楽しみください。

THE COLDSTREAM GUARDS BAND英国近衛軍楽隊パレード・演奏 ガーデンゾーン



地元大阪をお花と緑で活性化する活動・

支援を行っている関西を基盤とする企業

グループ“大輪会”より先着100名様にお

花をプレゼント！

当日10時から「時空（とき）の広場」にて整

理券を配布し、11時から実施されるオー

プニングセレモニー内でお客様にお渡し

します。

※人数に達し次第、整理券配布は終了します。

10月7日（水） 
13:00～17:00

◎ 募集人数：50名
◎ 参加費用：100円
 （税込・当日現金にてお支払いください）

花かざりの付いたエコハットづくり
＜グリーンコーディネーター大阪＞

10月2日（金）～10月19日（月）
8:00～23:00（L.O. 22：30）

＜バール・デルソーレ＞

大阪市の緑化活動を行うボランティア団体

「グリーンコーディネーター大阪」によるワークショップを実施。

また、今年も当スタッフが一部の花壇をメンテナンスしています。

お花業界のリーディングカンパニーである日比谷

花壇がプロデュースしたお花を感じるスイーツ

「ヒビヤカダンスイーツ」をご用意いたします。

【募集条件】フラワーアートミュージアム2015開催期間中

〔10月2日（金）～10月19日（月）〕に「時空（とき）の広場」で

撮影したお花の写真を応募いただきます。選ばれた写真を

11月14日（土）からサウスゲートビル16Fのレストランフロア

うまいものプラザにて展示し、さらに人気投票で選ばれた

写真はすてきな賞品が貰えます。詳しい応募要項などは

特設ホームページをご確認ください。

http://osakastationcity.com/fam/（9月15日～）

募集期間（当日消印有効）：

10月2日（金）
～10月23日（金） 

10月13日（火） 
13:00～17:00

◎ 募集人数：30名
◎ 参加費用：500円
 （税込・当日現金にてお支払いください）

花の寄せ植えづくり
10月12日（月・祝） 
16:30～17:30

◎ 募集人数：15名
◎ 参加費用：2,000円
 （税込・当日現金にてお支払いください）

花のアレンジレッスン
＜サトウ花店＞

10月2日（金）
11:00～（先着100名様）

＜大輪会＞
①11:00～ ②12:30～
③14:00～ ④15:30～
⑤17:00～ ⑥18:30～
（各回先着200名様）

NAILSINC（ネイルズインク）エクスプレスメニュー

10月9日（金） 11:00～14:00
10月15日（木） 13:00～16:00
◎募集人数：各日12名　◎参加費用：無料

＜オペーク オオサカ＞ ルクア B1F

「お花」モチーフを使用したNAILSINC（ネイルズインク）エ
クスプレスメニューを実施します。

＜グッドモーニング＞ ルクア 8F

10月15日（木）・16日（金） 
各日11:00～15:00
◎募集人数：各日35名　◎参加費用：無料
バラの香りの限定ボディスムーザーを使用したハンドケア体
験会&店頭で大人気の胡粉ネイルを使用したネイル体験会を
実施。※胡粉ネイルは時間帯を限定して実施します。※混雑状況に
よりクイックハンドケアに変更させていただく場合がございます。

つるつるハンドケア＆ネイルケア
＜LUSH＞ ルクア 8F

10月14日（水） 13:00～17:00
◎募集人数：20名
◎参加費用：500円（税込・当日現金にてお支払いください）

真の魅力を引き立てる人気のバスボム、セクシーダイナマ
イト。ジャスミンやイランイランのエッセンシャルオイルを
たっぷりと使ったハンドメイド体験ができます。

バスボム製造体験
＜ダッシングディバ＞ ルクア 6F

10月14日（水）・16日（金） 
各日14:00～16:00

◎募集人数：各回10名
◎参加費用：500円（税込・当日現金にてお支払いください）

つめのカラーリングやシャイニング、手のマッサージやファイ
ルなどをご体験いただけます。

ネイルワンコイン体験

＜包むファクトリー＞ ルクア 9F

10月9日（金） 
①15:00～16:00 ②16:00～17:00

◎募集人数：各回10名
◎参加費用：1,000円（税込・当日現金にてお支払いください）

造花やオーナメント、リボンなどを使って、そのまま飾れる
プチブーケをお作りいただきます。

プチブーケ作り
＜青山フラワーマーケット＞ ルクア イーレ 2F

10月8日（木） 
①12:00～12:30 ②13:00～13:30

◎募集人数：各回10名
◎参加費用：500円（税込・当日現金にてお支払いください）

秋色のスモーキーなバラを使った、お手軽なアレンジメント
が体験していただけます。

秋のバラアレンジメント

LUCUA osaka

花 のワークショップ

花 のフォトスポット

花 のプレゼント

10月2日（金）～10月19日（月）
8:00～23:30（最終日のみ～20:00）

＜大阪環状線改造プロジェクト＞

花 のスイーツ

花 のフォトコンテスト

ルクア大阪のショップが 時空（とき）の広場 で出張ワークショップを行います

ワークショップへの参加は、実施開始時間からの受付となります。参加募集人数に達し次第、締め切りとなりますのでご了承ください。

イベント開催期間中に「時空（とき）の広場」

で展示したお花を先着で合計1200名様に

プレゼント！大阪ステーションシティ内店舗

で、イベント期間中に1円以上お買い上げい

ただいたレシートをお持ちの方に、当日「時

空（とき）の広場」にてお渡しします。

10月19日（月）
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大阪環状線全19駅の「シンボルフラワー」が決

まりました。大阪駅は「バラ」のお花。99本の

バラの花束（花言葉・永遠の愛）をモチーフにし

たフォトスポットをご用意します。大切な方と一緒に写真撮影をしませんか。

「実りの木」を作りましょう！！お子様から大人の方まで、楽しくお花と

触れ合っていただけます。もちろん初心者の方も大歓迎です。

サトウ花店のフラワーデザイナーがお手伝いいたします。



＜ヤマハミュージック
　リテイリング＞

10月8日（木）
①18:00～18:30
②19:00～19:30

エレクトーン演奏

※ 開催場所の記載のないものはすべて「時空（とき）の広場」での開催です。

いよいよやってくるカニと温泉の季節！一年を通して四季折々

のお花を楽しめるフラワーパーク・とっとり花回廊だけでなく、

上質な旨味の「味覚の王様」松葉がに、全国有数の名湯・温

泉など、秋冬におすすめの鳥取県の魅力をご紹介します。

高校生によるチーム戦。与えられた花材を制限時間内にアレンジに仕上げる

バトル！！ステージで繰り広げられる真剣勝負に熱い声援を送ってください。

審査中には、フラワーデザイナーによるフラワーアレンジ

デモンストレーションをお楽しみください。

17時からは、デートに備え、彼女へのプレゼント用に

プチ花束を作るワンコインレッスンも！

今年で16回目を迎える「天満音楽祭」、「音づくり、

仲間づくり、街づくり」をコンセプトにジャンルを超

えて実施しております。大阪を愛する天満人の心意

気、熱き想いを、お花をイメージしたステージ演出で、

皆さんにお伝えします。是非お楽しみください！

エキコン ヤマハ music station Vol.41

ヤマハエレクトーンプレイヤーによる演奏の

ひと時。ワンマンオーケストラ、鷹野雅史に

よるお花にまつわる演奏や、スケールの大き

なステージをお楽しみください！

センチュリーのトロンボーン・テューバセク

ションがお贈りする楽しく・元気な演奏と、

フラワーアートミュージアムのために編曲した

“花の首飾り”をどうぞお聴きください！

10月3日（土） 10:00～18:00
 フラワーアレンジ フェスティバル

＜大阪鶴見フラワーセンター／なにわ花いちば／ＪＦ鶴見花き＞

第16回天満音楽祭 at OSAKA STATION CITY
10月4日（日）
①10:00～14:00
②18:00～19:00

10月18日（日） 
19:30～20:00

金管アンサンブルコンサート
＜日本センチュリー交響楽団＞

大阪芸術大学演奏学科ポピュ

ラー音楽コースから【嶋田愛里

（Vo&Gt）】【宮 下 美 音（Vo）＆谷

慶樹（Gt）デュオ】【上村ひかり（Vo）＆小島明日香

（Pf）デュオ】の３組のアーティストが「時空（とき）の

広場」にお花にまつわる素敵な音楽をお届けします。

大阪府立園芸高等学校

園芸デザイン部の生徒がデザインし、夏休みに

タネまき・栽培管理を行って育てた植物を「時

空（とき）の広場」に展示します。

今年創立100周年を迎える

大阪音楽大学の在学生に

よる、「お花」をテーマにし

た彩り豊かなコンサート。

計11組が出演です！

10月5日（月） 13:00～17:30
10月18日（日） 12:00～17:30

大阪音楽大学 花コン
＜大阪音楽大学＞

1010月4日（日） 日（日） 日（日） ①15:00～15:30  ②17:00～17:30①15:00～15:30  ②17:00～17:30①15:00～15:30  ②17:00～17:30①15:00～15:30  ②17:00～17:30①15:00～15:30  ②17:00～17:30
11:00～18:0011:00～18:0011:00～18:00
会場：1F中央コンコース南側イベントスペース会場：1F中央コンコース南側イベントスペース会場：1F中央コンコース南側イベントスペース会場：1F中央コンコース南側イベントスペース会場：1F中央コンコース南側イベントスペース会場：1F中央コンコース南側イベントスペース会場：1F中央コンコース南側イベントスペース会場：1F中央コンコース南側イベントスペース会場：1F中央コンコース南側イベントスペース会場：1F中央コンコース南側イベントスペース会場：1F中央コンコース南側イベントスペース

蟹取県へウェルカニ！
＜鳥取県＞

同時開催

10月17日（土）
17:00～20:00

O. U. A. スペシャルバンドライブ
＜大阪芸術大学＞

10月2日（金）
～10月19日（月）
8:00～23:30
（最終日のみ～20:00）

＜大阪府立園芸高等学校＞

西日本を彩るお花に囲まれたステージで、各エリアの代表者がお勧めの観光地をご紹介します。

素敵な景品が当たる抽選会は3日間開催、さらに、地元のゆるきゃらの登場や、伝統芸能等もお楽しみいただけます。

10月10日（土）
①12:30～13:30 
②14:30～15:30

◆ 近畿エリア
 （京滋支部、大阪支部、奈良支部、
 兵庫支部、和歌山支部、北近畿支部）

10月12日（月・祝）
①13:00～13:30①13:00～13:30
②15:00～15:30②15:00～15:30

◆ 北陸エリア
 （北陸支部）

1010月17日（土）日（土）
①13:00～13:30①13:00～13:30①13:00～13:30①13:00～13:30①13:00～13:30
②15:00～15:30②15:00～15:30②15:00～15:30②15:00～15:30

◆ 中国エリア
 （岡山支部、山陰支部、広島支部）

学 生による音楽ステージ 学 生による演出

花 のステージ

観 光ステージ
＜ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟 西日本地域本部＞

17:00～ 彼女に贈るデートフラワーレッスン
10:00～ フラワーアレンジデモンストレーション&ワークショップ

◎各募集人数：10名
◎各参加費用：500円（税込・当日現金にてお支払いください）

昨年の実施風景
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フラワーアレンジ フェスティバル スケジュール

＊フラワーアレンジデモンストレーション&ワークショップ

フラワーアレンジデモンストレーション

＊彼女に贈るデートフラワーレッスン

第1回
高校生フラワー
アレンジバトル

フラワーアレンジバトル開始

フラワーアレンジバトル終了・審査開始

結果発表・表彰式

10:00

12:00

14:00

14:30

16:00

17:00

＊

＜天満音楽祭実行委員会＞



〈“ミサハラダ ロンドン”フェア〉
イギリスを拠点とする帽子ブランド ミサハラダ ロンドン 
フェア。フェアにあわせてルクア イーレ限定の帽体も登場。

〔ミサ ハラダ来店イベント〕10月17日（土）16:00～17:00
（場所：シャポード オー・パー・オーバーライド）
デザイナーのミサハラダ氏が来店し、帽子のコーディネート
販売会を実施します。
※交通機関の事情で変更となる場合がございます。

〈“ハロッズ”フェア〉
英国の老舗百貨店ハロッズから、60イン
チ（約Ｈ1,500×Ｗ1,600×Ｄ1,200ｍｍ）
のアニバーサリーベアを期間限定で展示
します。
期間中にアニバーサリーベアをご購入のお客様にノベル
ティをプレゼント。またクマ型のネームタグに刻印サー
ビス（税抜2,000円）を実施します。

〔ルクア イーレ 1F〕 イセタン シーズナル セレクション

大阪ステーションシティ 10月2日（金）～10月19日（月）
※一部店舗を除く英国フェア

英国近衛軍楽隊の来館に合わせ、大阪ステーションシティの対象店舗では英国にまつわる商品を多数ご紹介します♪

イギリス生まれの自然派コスメブランド。
店内商品3,000円（税抜）以上お買い上げで
ボディシャンプー（60ml）プレゼントします。

花柄などのオリジナルプリントによる
ファッション雑貨が人気の英国ブランド
「Cath Kidston」の特設コーナーを期間
限定でご紹介します。

対象商品お買い上げの先着100名様に
限定ノベルティをプレゼントします。
（ハンドクリーム、ミニソープ各50個）

期間中、対象商品をお買い上げのお客様に
オリジナルノベルティをプレゼントします。
※数に限りがございます。

THE BODY SHOP
〔Marche’s Style〕

ココシュカ
〔Marche’s Style〕

帽子屋KIZUNA
〔Marche’s Style〕

エキマルシェ大阪　tel. 06-4799-3828

セントラルコート
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10月2日（金）～31日（土）までの期間中
に大阪ステーションシティ支店（ノース
ゲートビルディング店、エキマルシェ大
阪店、大丸梅田店トラベルサロン）にこ
のチラシをご持参のうえ、イギリス行き
ツアー商品総額30万円（税抜）以上をお
申込みいただくと“フォトブッククーポン”
（7,000円相当）をプレゼント！
素敵な思い出を1冊の
本にしてみてはいかが
ですか。

日本旅行TiS 大阪支店
tel. 06-6341-5200

JTB関西 大阪ステーションシティ支店
tel. 06-6341-8830

10月2日（金）～31日（土）までの期間中に
日本旅行TiS大阪支店（JR大阪駅・中央コン
コース内）に、このチラシをご持参の上、総
額20万円（税抜）以上のイギリスを訪れる
ベストツアーにお申し込みの方限定で、
現地で利用できるWIFIルーターを無料で
お貸出しします。（1グループ1台）
※お申し込みツアーの出発
期限：2016年3月末日まで

〈“HANCOCK”
2015FWコレクションPOP-UP〉
伝統的なゴム引きの製法を使用し
たスコットランドのハンドメイドアウ
ターブランド。期間限定で、通常
扱わないモデルも含めた2015FW
コレクションをご紹介します。

10月7日（水）～20日（火）
〔ルクア イーレ 8F〕 イセタン メンズスタイル

〈ギフトサロン・商品券〉
ロンドンのブランド『フォートナム・アンド・メイソ
ン』の、紅茶をはじめジャムやビスケットなどのア
イテムを幅広くご紹介します。またワイン売り場
ではスコッチウィスキーを特集します。

10月1日（木）～31日（土）

〈パンプロモーション〉
伝統と気品に満ち溢れた本格的な
アフタヌーンティー文化をご紹介し
ます。期間限定でスコーンと紅茶の専門店のべノ
アがパンプロモーションコーナーに出店します。

10月14日（水）～20日（火）
〔バル&Foods B2F〕 イセタン フードホール

〈“ジョー マローン ロンドン”
イラストレーション イベント〉
15,000円（税抜）以上をご購入いただいたお客様に、ロンドン
タクシーやロンドンブリッジなど、お好みの英国・ロンドンの
アイコン的なランドマークを入れたイラストをジョー マローン 
ロンドンのギフトボックスにその場でお描きします。

10月2日（金）～4日（日）13:00～20:00

〔ルクア イーレ 2F〕 

イセタン コスメティックス

ルクア大阪 イセタン各ショップ

LUCUA osaka　tel. 06-6151-1111

大丸梅田店　tel. 06-6343-1231

〈ウェッジウッド〉
紅茶お楽しみ袋2,000円（税抜）を100個限定で販売いたします。
※数に限りがございますので、売り切れの際はご了承ください。

〔B2F ごちそうパラダイス〕 フェット ル マルシェ
期間中、対象商品をお買い上げのお客様に、DAKS
オリジナルボールペンをプレゼントします。（先着10名様）

〔7F 婦人服〕 ダックス

期間中以下のトレンチコート、KINGSGATE 190,000円・
PRINCEGATE 180,000円・STANDISH 120,000円
（いずれも税抜）のいずれかをお買い上げのお客様に
アクアスキュータムオリジナルノベルティを
プレゼントします。

〔9F 紳士服〕 アクアスキュータム

期間中、３0,000円（税抜）以上お買い上げの
お客様にブラック＆ホワイトオリジナルスポーツ
タオルをプレゼントします。（先着30名様）

〔8F ゴルフウェア〕 ブラック＆ホワイト

期間中20,000円（税抜）以上お買い上げの
お客様先着10名様に、ラドリーオリジナル
ノベルティをプレゼントします。

〔4F ハンドバッグ〕 ラドリー

英国で有名な「ハリスツイード」のファブリックを
贅沢に使用したシューズが勢ぞろい。
期間中対象商品お買い上げのお客様にノベルティ
をプレゼントします。（先着20名様）

〔4F 婦人靴〕 ブリジット バーキン

期間中、英国老舗メーカーの「Abraham 
Moon」の生地を使用した帽子をお買い
上げのお客様に、帽子キーパーをプレゼ
ントします。

アングレーム
シェルレーヴ

イーストコートミドー
tel. 06-6345-7349

期間中、イギリス人作家ビア
トリクス・ポター作「ピーター
ラビット」柄の図書カードを
種類豊富に取り揃えます。

bookstudio

うまいものプラザ
レストランフロア

10月1日（木）～11月13日（金）
英國屋前イベントスペース
にて英国王室報道写真展
や、一部店舗にて英国コラ
ボメニューをご提供します。

クリアインプレッション

英国フェアの期間にあわせてルクア店限定
で新作を先行発売します。

〔ルクア 7F〕フレッドペリー

クッキー、紅茶、ジャムなどイギリスのメーカーの商品を
特集します。

〔ルクア イーレ 2F〕カルディコーヒーファーム

期間中店頭では、「時空（とき）の
広場」を凝縮したような、小鳥や
チョウチョがとまった寄せ植え等
を販売し、みなさまをおとぎの国
へナビゲートします。

〔ルクア 1F〕ロビネ ペタル

英国フェアの期間にあわせ、オーガニックハーブティー、
ビール、ジャム、お菓子など英国にまつわる商品を
取り揃えて販売いたします。

10月10日（土）～19日（月）
〔ルクア B1F〕ザ・パントリー

ハリスツイード・ブリティッシュウールツ
イード・ムーン等の英国生地を使用した
スマホ対応手袋をいち早くお届けします。

〔ルクア 7F〕コレクターズ

Traditional Weatherwear
〔ルクア イーレ 3F〕

直営店限定商品をルクア イーレで先行発売します。

10月2日（金）～8日（木）

ハリスツイードを使ったバッグ、ポーチな
どをバリエーション豊富にご紹介します。

〔ルクア 1F〕グリーズン

Royal Apothicパフューム、ハンドクリームのイギリスと日
本のみで発売の香りをピックアップ。さらにイングリッシュ
ガーデンにちなんだバラの香りのバスボムを発売します。

〈イングリッシュアフタヌーンティータイム〉
ケーキスタンドと紅茶でイングリッシュ
ティータイムを演出します。

10月2日（金）～31日（土）
〔ルクア イーレ 2F〕MANON

〔ルクア 1F〕ラ・ブッシュリー・ドゥ・スワティー
〈英国ブランド香りフェア〉
アシュレイ&バーウッドなど英
国の香りを取り揃えてご紹介し
ます。

10月2日（金）15:00～（なくなり次第終了）
〔ルクア 8F〕ルピシア

〈紅茶の飲み比べ試飲会〉
英国風紅茶を再現した「ユニオンジャック」など
をお味見いただける試飲会を実施します。



●パンフレットに記載の開催日時・内容、展示するお花等は、天候や諸々の事情により予告なく変更・中止する場合がございます。ご了承ください。  
●イベントの詳細についてはフラワーアートミュージアム公式ホームページをご覧ください。 ●お問い合わせ／ TEL  06-6458-0212（大阪ステーションシティインフォメーション）

イベントスケジュール  会場：5F 時
と

空
き

の広場

 ◆ ◆ ◆ 
 ◆ ◆ ◆
 大阪府 大阪市 （公財）国際花と緑の博覧会記念協会 

 英国大使館 ブリティッシュ・カウンシル 鳥取県 

 ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆

 ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆

 ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆ ◆
◆

 青山フラワーマーケット（ルクア イーレ 2Ｆ） 大阪音楽大学 大阪芸術大学

オペークオオサカ（ルクア Ｂ1Ｆ） グッドモーニング（ルクア 8Ｆ） グリーンコーディネーター大阪 ダッシングディバ（ルクア 6Ｆ）

包むファクトリー（ルクア 9Ｆ） 天満音楽祭実行委員会 日本センチュリー交響楽団 (株)ヤマハミュージックリテイリング

ＬＵＳＨ（ルクア 8Ｆ）

 (株)淺沼組 ＦＭ ＯＳＡＫＡ 大阪ガスリノテック(株)

大阪府立園芸高等学校 (株)大林組 (株)奥村組 (株)鴻池組

(株)サトウ花店 (株)サンケイリビング新聞社 清水建設(株) (株)ＪＲ西日本コミュニケーションズ

(株)錢高組 大成建設(株) ダイコー (株) 大鉄工業(株)

大輪会 鉄建建設(株) 東芝エレベータ(株) ＴＯＴＯ(株)

(株)西原衛生工業所 日本車輌製造(株) (株)日立ビルシステム (株)日比谷花壇 

ぴあ(株) フジテック(株) 三菱電機ビルテクノサービス(株)

 大阪エネルギーサービス(株) (株)大阪鶴見フラワーセンター サントリーフラワーズ(株)

ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟 西日本地域本部 (株)ＪＦ鶴見花き (株)ＪＴＢ関西 (株)なにわ花いちば

(株)日本旅行 三菱電機(株) ロビネ ペタル（ルクア １Ｆ）

後 　 援

特 別 協 賛

協 　 賛

協 　 力

＊ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟 西日本地域本部

-6-

：ワークショップイベント：ステージイベント

オープニングセレモニー
11:00～

花のステージ「フラワーアレンジ フェスティバル」＜大阪鶴見フラワーセンター／なにわ花いちば／JF鶴見花き＞
10:00～18:00

有料ワークショップの実施があります。詳細はp.4の「花のステージ」をご覧ください。

観光ステージ
「蟹取県へウェルカニ！」
＜鳥取県＞ 15:00～15:30

花のステージ
「第16回天満音楽祭 at OSAKA STATION CITY」

＜天満音楽祭実行委員会＞ 10:00～14:00

観光ステージ
「蟹取県へウェルカニ！」
＜鳥取県＞ 17:00～17:30

花のステージ「第16回天満音楽祭
at OSAKA STATION CITY」

＜天満音楽祭実行委員会＞ 18:00～19:00

学生による音楽ステージ「大阪音楽大学 花コン」 ＜大阪音楽大学＞
【各30分】 13:00～ユパンキ／14:00～anple ／15:00～Breeze

16:00～サクソフォンカルテット翔／17:00～Ｍ'N （ミン）

ミュージックラッパーファイナリストライブ
15:00～grassbird ／16:00～ヒサ絵／17:00～ゆる／18:00～クルール／19:00～ROYALcomfort

花のワークショップ「花かざりの付いたエコハットづくり」
＜グリーンコーディネーター大阪＞

　　13:00～17:00有料

花のステージ「エレクトーン演奏」
＜ヤマハミュージックリテイリング＞
①18:00～18:30／②19:00～19:30

花のワークショップ
「NAILSINC（ネイルズインク）エクスプレスメニュー」

＜オペークオオサカ＞ 11:00～14:00

花のワークショップ「プチブーケ作り」
＜包むファクトリー＞

　　①15:00～16:00／②16:00～17:00有料

観光ステージ
＜JR旅連＊（近畿エリア）＞

12:30～13:30

観光ステージ
＜JR旅連＊（近畿エリア）＞

14:30～15:30

花のステージ「金管アンサンブルコンサート」
＜日本センチュリー交響楽団＞

19:30～20:00

観光ステージ
＜JR旅連＊（北陸エリア）＞
13:00～13:30

観光ステージ
＜JR旅連＊（北陸エリア）＞
15:00～15:30

花のワークショップ「花のアレンジレッスン」
＜サトウ花店＞

　　16:30～17:30有料

花のワークショップ「花の寄せ植えづくり」
＜グリーンコーディネーター大阪＞

　　13:00～17:00有料

花のワークショップ「バスボム製造体験」
＜LUSH＞

　　13:00～17:00有料

花のワークショップ「ネイルワンコイン体験」
＜ダッシングディバ＞
　　14:00～16:00有料

花のワークショップ「つるつるハンドケア&ネイルケア」
＜グッドモーニング＞
11:00～15:00

花のワークショップ「NAILSINC（ネイルズインク）エクスプレスメニュー」
＜オペークオオサカ＞
13:00～16:00

花のワークショップ「つるつるハンドケア&ネイルケア」
＜グッドモーニング＞
11:00～15:00

花のワークショップ「ネイルワンコイン体験」
＜ダッシングディバ＞
　　14:00～16:00有料

観光ステージ
＜JR旅連＊（中国エリア）＞
13:00～13:30

観光ステージ
＜JR旅連＊（中国エリア）＞
15:00～15:30

学生による音楽ステージ「O. U. A. スペシャルバンドライブ」＜大阪芸術大学＞
【各30分】 17:00～・18:30～上村ひかり&小島明日香

17:30～・19:00～嶋田愛里／18:00～・19:30～宮下美音＆谷慶樹

学生による音楽ステージ「大阪音楽大学 花コン」 ＜大阪音楽大学＞
【各30分】 12:00～marcato ／13:00～PLANET BRASS／14:00～あつおチルドレン
15:00～ブラスクインテット『カプリス』／16:00～Ensemble frase ／17:00～MAO-TONE

花のプレゼント（各回先着200名様）
①11:00～／②12:30～／③14:00～／④15:30～／⑤17:00～／⑥18:30～

観光イベント「蟹取県へウェルカニ！」＜鳥取県＞ 11:00～18:00　※会場：1F中央コンコース南側イベントスペース

英国近衛軍楽隊パレード・演奏
①13:00～13:30 ／ ②15:00～15:30 ／ ③17:00～17:30

14:00～14:15 ※風の広場（演奏のみ） ／ 16:00～16:15 ※南ゲート広場（演奏のみ）
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（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月・祝）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

有料

花のワークショップ「秋のバラアレンジメント」
＜青山フラワーマーケット＞

　　①12:00～12:30／②13:00～13:30


