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報道資料
プレスリリース

2017/10/23
【社名】

カトープレジャーグループ
株式会社ケー･エキスプレス
【代表者】
代表取締役兼 CEO 加藤友康
【所在地】
大阪府大阪市天王寺区四天王寺 2-1-9
【事業内容】 ホテル、旅館、レストラン、スパ、物販の運営

2017.10.28-10.29 世界の未来を中之島から応援する
「Support World’s Future from NAKANOSHIMA」を開催します

カトープレジャーグループ（株式会社ケー･エキスプレス、所在地：大阪府大阪市、代表者：加藤 友康)と World
Tree 株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表者：相原 保隆）は、カトープレジャーグループが大阪府、大阪市、経
済界、大阪観光局、舟運団体、学識で構成された団体「水都大阪コンソーシアム」より受託している「水辺のまちあ
そび事業」運営業務の一環として、2017 年 10 月 28 日から 10 月 29 日の 2 日間に渡り中之島公園芝生広場（大
阪府大阪市中之島 1 丁目）で『Support World’s Future from NAKANOSHIMA』を共同で開催いたします。

■「Support World’s Future from NAKANOSHIMA」
「Support World’s Future from NAKANOSHIMA」（以下、「本イベント」）は、2020 年に開催される東京オリンピック、
2025 年に開催される国際博覧会の大阪・関西への誘致、2030 年までの世界の全ての国の開発目標 SDGｓ（エス
ディージーズ）を 3 大テーマとして掲げ、それぞれのテーマに関連したブースの出展やイベントを同時開催する、複
合的なイベントです。「世界の未来を中之島から応援する」をコンセプトとし、世界規模の 3 つの大きなテーマを発信
する場を創出し、人々の関心がより深まっていくことを目指します。
本イベントでは、次の通りブース出展やイベント開催を行います。
①
②
③
④
⑤

「東京 2020 オフィシャルビール アサヒスーパードライ presents KANPAI JAPAN LIVE 2017」音声生中継
水都大阪・OSAKA EXPO2025 ブース出展
SDGｓビジネスアワード 2017 大賞受賞企業ブース出展
中之島ハロウィンパーティー開催
その他（フードブース・ドリンクブース・キッチンカー・DJ ブース）

■「東京 2020 オフィシャルビール アサヒスーパードライ presents KANPAI JAPAN LIVE 2017」音声生中継
「東京 2020 オフィシャルビール アサヒスーパードライ presents KANPAI JAPAN LIVE 2017」は、水辺のまちあそ
びのスペシャルスポンサーであるアサヒビール株式会社様が東京ドームで開催する、日本を代表する 5 アーティスト
が出演するライブです。本イベントでは、このライブを中之島公園芝生広場で音声生中継をいたします。東京 2020
オリンピック競技会の開会式 1,000 日前となるメモリアルデーである 2017 年 10 月 28 日（土）に開催することで、
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技会への機運醸成や人と人が互いに繋がる場の創出を目指します。
出演アーティストは、日本を代表する 5 組のアーティストです。有名アーティストと音声で繋がり、「奇跡の乾杯」に参
加することができます。
[開催要項]
□日程 10 月 28 日（土）16:00～21:00（生中継の為延長の場合あり）
□場所 中之島公園芝生広場
□料金 入場無料
□出演 日本を代表する 5 組のアーティスト
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■水都大阪・OSAKA EXPO2025 ブース出展
2025 年に開催される国際博覧会を大阪・関西に誘致活動の取り組みとして、そして、国民のみなさんの万博に
向けた期待感（ワクワク感）を高めるための活動として、ブースを出展いただきます。大阪市の中心部から約 10km
の場所にある夢洲で、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとした約 3,000 万人の入場者を想定する大阪万
博の開催を実現する為、BIE（博覧会国際事務局）加盟国への誘致プロモーションを行っています。国際博覧会の
開催地は、２０１８年秋に行われる BIE の総会における、加盟国 168 ヶ国の投票によって決まります。
また、同ブース内では、水都大阪の魅力を伝えるための VR（Virtual Reality：バーチャルリアリティ）体験も行ってい
ます。
[開催要項]
□日程 10 月 28 日（土）・29 日（日）11:00～18:00
□場所 中之島公園芝生広場高架下
□料金 入場無料

■SDGｓビジネスアワード 2017 受賞企業ブース出展
SDGｓビジネスアワード 2017 において、大賞を受賞されたフロムファーイースト株式会社様に、発展するほど環境
保全できる事業「みんなでみらいを」に関するブースを出展いただきます。SDGs（Sustainable Development Goals）
とは、2001 年に策定された MDGｓ（ミレニアム開発目標）の後継として、2015 年９月の国連サミットで採択された
「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された、発展途上国のみならず、先進国自身も取り組む 2030
年までの持続可能な開発目標です。MDGｓでは途上国の目標として 8 ゴール・21 ターゲットが設定されていましたが、
SDGｓでは全ての国の目標として 17 ゴール・169 ターゲットが設定されています。
17 の目標は次の通りです。
「貧困/飢餓/保健/教育/ジェンダー/水・衛生/エネルギー/成長・雇用/イノベーション/不平等/都市/生産・消
費/気候変動/海洋資源/陸上資源/平和/実施手段」
[開催要項]
□日程 10 月 28 日（土）・29 日（日）11:00～18:00
□場所 中之島公園芝生広場高架下
□料金 入場無料（商品の購入は有料）

■中之島ハロウィンパーティー
10 月 29 日（日）中之島芝生広場で、「中之島ハロウィンパーティー」と称したハロウィンイベントを開催いたします。
フードブースの出店や特殊メイクブースの設置、親子で参加できるワークショップなど、芝生広場で楽しめる催しの
数々と、水辺のまちあそびにおいて大きなテーマとして掲げている、水と陸をつなぐ舟運と連動したにぎわいづくりとし
て、仮装してリバークルーズを楽しむ「ハロウィンクルーズ」を運航します。毎年定例のイベントとして開催することを目
指し、にぎわいを創出します。
[開催要項]
□日程 10 月 29 日（日） 12:00～21:00
□場所 中之島公園芝生広場・ローズポート船着場
□料金 入場無料（フード、ドリンクの購入、ハロウィンクルーズの乗船は有料）

■その他のイベントブース
本イベントの開催期間中会場では、随時フードブース、ドリンクブース、キッチンカー、DJ ブースなど各種イベントブ
ースを用意しております。
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■水辺のまちあそび事業とは
水と光の魅力で世界の人々を惹きつける「水と光の首都大阪」を実現するため、「水と光のまちづくり推進会議」よ
り示された基本方針の一つである中之島公園とその周辺において、にぎわいづくりに資する事業を展開するとともに、
日常的な水辺のにぎわいづくりにつながる催しやイベントなどが実施されていることを目的とした事業です。
次の通り事業を実施してまいります。
① 公共空間の継続的活用
・水辺のまちあそびとしてにぎわいの恒常化をめざす取り組みを実施
・誘致イベントや飲食事業を展開
② にぎわいの総合プロデュース
・関係事業者との調整を踏まえ、他のエリアや団体との連携企画を実施
③ 水と陸をつなぐ舟運と連動したにぎわいづくり
・大阪市内都心部を流れる川における各拠点との舟運連携や飲食関係者との連携

■「Support World’s Future from NAKANOSHIMA」開催要項
□イベント名
「Support World’s Future from NAKANOSHIMA」
□日程
2017 年 10 月 28 日（土）・10 月 29 日（日）
□会場
中之島公園芝生広場（大阪市中之島 1 丁目）
□水 辺 のまちあそび公 式 WEB サイト
http://mizube-machiasobi.jp

【本 件 に関 するお問 合 せ】
カトープレジャーグループ
担当： 下橋 隼人
TEL：06-6771-7111
FAX：06-6771-2002
Email：hshimohashi@kpg.gr.jp

