
２０１７年６月２２日 

浴衣姿を「アポロ・ルシアスＰｈｏｔｏコンテスト」にInstagramで応募しよう！ 
「きんえいアポロビル開業45周年記念！七夕ライブ 浴衣ｄｅフライデーナイト」 

２０１７年7月７日（金）18時開始（あべのＡステージ・スカイコート） 

～願い事を書いた短冊を飾った竹笹を阿倍王子神社に奉納～ 

浴衣姿で「アポロ・ルシアスPhotoコンテスト」に応募しよう！（イメージ） 願い事を飾る笹（イメージ） 

≪お客様からのお問合せ先≫ 
 株式会社きんえい企画部 （ＴＥＬ：０６－６６４９－２３６１） 

本資料配布先：南大阪記者クラブ、関西レジャー記者クラブ、大阪商工記者会、近畿電鉄記者クラブ、青灯クラブ         

Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

 株式会社きんえい（本社：大阪市阿倍野区／代表取締役社長：田中耕造）は、運営・管理する商業ビル「あべ
のルシアス」15階の「あべのＡステージ・スカイコート」において、「きんえいアポロビル４５周年記念！七夕
ライブ 浴衣ｄｅフライデーナイト」を本年７月７日（金）の七夕の日に開催しますので、お知らせ致します。 
  
  「あべのＡステージ・スカイコート」では、本年５月１９日に初めて平日夜のステージ「フライデーナイトライ
ブ」を開催し、盛況のうちに幕を閉じました。これを受けて、本年は7月7日の七夕が「金曜日」に該当することから、
「フライデーナイトライブ第2弾」と「七夕に縁のある楽しいイベント」がコラボする「きんえいアポロビル４５周年
記念！七夕ライブ 浴衣ｄｅフライデーナイト」の開催を決定致しました。ライブには、あべのＡステージの常連で
確固たる支持を受ける「S.P.Mセレクション」が登場し、七夕ライブを盛り上げます。  
 また、同所に7月6日（木）１６時からイベント終了までの間、七夕の願い事が書ける短冊とこれを飾る竹笹を設置
し、この竹笹を阿倍王子神社に奉納します。さらに、当日スカイコートに浴衣で来場し、同所で浴衣姿で撮影した写
真を“Instagram”上で開催中の「アポロ・ルシアスPhotoコンテスト」に応募していただくと、その場でアポロ・
ルシアスお買物・お食事券５００円分をプレゼントします。その他、アポロ・ルシアス両ビル内の飲食店（一部除外
あり）では、七夕特製メニューや特別サービスをご用意して皆様のご来店をお待ちしております。 

近鉄グループ 

【「きんえいアポロビル４５周年記念！七夕ライブ 浴衣ｄｅフライデーナイト」の概要】 
 

１． あべのＡステージの常連“S.P.Mセレクション”出演の七夕ライブ開催！出演者も浴衣姿で登場予定  
 
２．願い事をしたためた短冊を竹笹に飾り付け（イベント終了後、阿倍王子神社に竹笹を奉納予定） 
 
３．浴衣姿の写真を「アポロ・ルシアスPhotoコンテスト」に応募でアポロ・ルシアス買物・食事券プレゼント 
 
４．アポロビル・ルシアスビルの飲食店（一部除外あり）で七夕特製メニューや七夕特別サービスをご用意！ 

 当社は、今後も多くのお客様が同所でお楽しみいただけるよう、様々な企画を提供してまいります。 
 詳細は別紙のとおりです。 



【「きんえいアポロビル４５周年記念！七夕ライブ 浴衣ｄｅフライデーナイト」の詳細】 
 
１．「七夕ナイトライブ」の概要 
 （１）日      時  ２０１７年７月７日（金）１８時～２０時（予定） 
 （２）場      所  あべのルシアス１５階「あべのＡステージ・スカイコート」 
 （３）料      金  観覧無料 
 （４）出    演   者  S.P.Mセレクション：キャラメルパッキンクﾞ、tricolore、オガワマサト、恭加（ゆきか） 
 （５）タイムテーブル   １８：００～   オガワマサト 
              １８：３０～ 恭加（ゆきか） 
                                      １９：００～ ｔｒｉｃｏｌｏｒｅ 
              １９：３０～ キャラメルパッキンクﾞ  
 （６）そ  の  他  アーティスト（出演者）も「浴衣姿」で登場します。 
 
【出演者のプロフィール】  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．七夕の願い事を竹笹に飾ろう！ 
 （１）設置期間  ７月６日（木）16時～７日（金）２０時 
 （２）設置物   竹笹、願い事を書く短冊、マジックペン 
 （３）料  金  無料 
 （４）内  容  短冊に願い事を書いてお客様ご自身で竹笹に飾っていただきます。 
 （５）奉  納  願い事が書かれた短冊を飾った竹笹を阿倍王子神社に奉納し、お炊き上げを致します。 
 
３．浴衣姿で撮影した写真を「アポロ・ルシアスPhotoコンテスト」に応募しよう！ 
 （１）期  間  ２０１７年７月７日（金）１８時～２０時（予定） 
 （２）受付場所   あべのルシアス１５階「あべのＡステージ・スカイコート」 
 （３）参加料   無料 
 （４）応募方法  ① お客様がアポロ・ルシアス公式Instagramアカウント「apollo_lucias」をフォロー。 
          ②ハッシュタグ（#アポロルシアス2017フォト）をつけて投稿。 
                            応募の詳細はアポロビル・ルシアスビルWEBサイトからご確認いただけます。 
          http://www.apollo-lucias.jp/event/apollo_lucias2017photo/ 
   （５）応募の証明 撮影した画像を係員にお見せいただきます（当日１８時～２０時の間のみ）。 
 （６）参加賞   係員が同コンテストへの投稿確認後に、アポロ・ルシアスお買物・お食事券500円分をプレゼント 
          ※スカイコートでの浴衣姿以外の写真で応募した場合は、参加賞の対象外となります。 
          ※参加賞は無くなり次第終了。 
 （７）浴衣など  浴衣やスマートフォンなど撮影機器は、参加者ご自身でご準備下さい。 
          また、更衣室はございません。 
 （８）注意事項  同時開催の「七夕ライブ」に支障がないように節度をもって撮影して下さい。 
   
                        

 

 
 
 
 

別 紙 

（１）設置場所 あべのＡステージ・スカイコート内（あべのルシアス１５階） 
（２）設置台数 １台 
（３）飲料会社 株式会社伊藤園 
（４）機  能 ①「Ｐｏｋｅｍｏｎ ＧＯ」のポケストップ付 
         ※ポケモンを捕まえるのに必要な道具などが入手できる 
        ②災害対応自販機 
         ※災害時に飲料を無料で被災者に提供（在庫が無くなり次第終了） 

「ポケストップ」表示イメージ 

「Ｐｏｋｅｍｏｎｎ ＧＯ」ロゴ 

②恭 加（ゆきか） 
・兵庫丹波篠山出身 
・作詞、作曲、編曲、 
 デザイン、映像制作 
 と全て自身で創作す 
 るクリエイティブ 
 ミュージシャン！ 
・2017年8月アメリカ 
 ストリートライブツアー 
 予定 

④キャラメルバッキング 
③ｔｒｉｃｏｌｏｒｅ 
・２００７年活動開始 
・クラシック音楽をベー  
 スとした、ピアノ・   
 サックス・ボーカル編 
 成のユニット。 
・大阪市主催「ミュージ  
 シャングランプリ準優 
 勝」の経験を持つ。 

①オガワマサト 
・「ミュージックファッショ 
 ニスタ」として、渋谷系・  
 オシャレ系音楽を奏でる他、 
 繊細な歌詞の世界に定評が 
 ある。 

④キャラメルパッキング 
・２００８年活動開始 
・「POPN‘ROLL」  
 となる、独自のエン   
 ターテインメントを 
 掲げ、関西・東海・ 
 関東を中心に、楽曲 
 提供・メディア出演 
 など多方面に活動を 
 展開中。 



４．七夕特別メニューとサービス 
  アポロビルとあべのルシアススカイレストランの飲食店（一部除外あり）では、本イベントに合わせた「七夕特   
  別メニューや特別サービス」をご用意して、イベントにご参加された皆様のご来店をお待ちしております。 
  詳細は下表のとおりです。 

【ご参考】 
 あべのＡステージ・スカイコートの概要 
 （１）場  所  あべのルシアス１５階（屋内） 
 （２）面  積  約１６０㎡ 
 （３）収容人数  約５０名 
 （４）利用目的  音楽や大道芸等のパフォーマンス 
 （５）使用料   無料 
 （６）観覧料   無料 

【スカイコートでのライブの様子】 

 【七夕ナイトライブ＆イベント・特別メニューとサービス】 【七夕ライブ浴衣ｄｅフライデーナイト限定クーポン】 

秋しぐれ／星の奏ミニアイスクリーム 

吾作亭のお造り盛り合わせ 

七夕ライブ　浴衣ｄｅフライデーナイト限定クーポン記載内容一覧【参加店舗：１７店】

■アポロビル【参加店舗：１２店】

階数 店　舗　名 内　容 期間（７月） 参加条件

１２ 魚民
お会計より10%割引または飲み放題２時間888円（税
別）【通常1,200円（税別）】何れかサービス

７（金）～９日（日） クーポンを提示の方

１２ 秋しぐれ／星の奏 ミニアイスクリームサービス ７（金）限り
浴衣の方またはクーポンを提
示の方（同伴者ＯＫ）

１１ 民芸肉料理　はや お会計より１０％ＯＦＦ ３（月）～７日（金）
クーポンを提示の方／お会計
は現金のみ

１０ 吾作どん
にぎり盛り合わせ７７７円（税別）
【通常９８０円（税別）】

６（木）～９日（日） クーポンを提示の方

１０ 吾作亭
７月７日お造り盛り合わせ７７０円（税別）
【通常１，５００円（税別）】

５（水）～７日（金） クーポンを提示の方

８ くいもの屋わん
お会計より１０％ＯＦＦまたは飲み放題２時間
1,200円（税込）【通常1,800円（税込）】どちらか
サービス

７（金）～９日（日） クーポンを提示の方

８ 金の蔵 ファーストドリンクかデザートの何れか１品無料 ７（金）～９日（日）
浴衣の方またはクーポンを提
示の方

６ 桜の門
飲み放題２時間７７７円（税別）
【通常１，５００円（税別）】

７（金）～９日（日） クーポンを提示の方

６ 柚子や
飲み放題２時間１，０００円（税込）
【通常１，５００円（税込）】

７（金）限り クーポンを提示の方

３ セガワールドアポロ １００円専用スロット全台最高設定イベント ７（金）限り
どなたでもＯＫ（クーポンの
提示は不要）

Ｂ１ 魔女の家 夏向きのプレゼント ７（金）～９日（日）
占いされた方（クーポンの提
示は不要）

Ｂ２ 平成酔虎伝 お会計より１０％ＯＦＦ ７（金）～９日（日） クーポンを提示の方

■ルシアスビル【参加店舗：５店】

１５ 北の家族 七夕限定カクテルプレゼント ７（金）限り クーポン券１枚につき１名

１５ ザ・ロックアップ 七夕限定カクテルプレゼント ７（金）限り クーポン券１枚につき１名

１６ 串まる 「ドリンクバー無料」または「生ビール１杯サービス」 ７（金）限り
入店時「七夕割引」の合言葉
をどうぞ！

１６ あべのダイナー デザートＯＲスパーリング（食前酒）サービス ７（金）限り 浴衣でご来店のお客様

１６ ＢＯＬＥＲＯ 飲食代金１０％ＯＦＦ ７（金）限り 浴衣でご来店のお客様

※本クーポンの使用は、１人または１グループ１回または１個限り

※他の割引・クーポン券やサービスとの併用不可

北の家族、ザ・ロックアップ 
七夕限定カクテル 



別 紙 

【きんえいアポロビルの概要】 
 所   在 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番31号  
 交   通 近鉄線「大阪阿部野橋」駅徒歩３分 
       ＪＲ・地下鉄線「天王寺」駅徒歩2分 
 開 業 日 1972年7月22日 
 構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造地下４階 
       地上１２階建 
 敷地面積   ２，５６１㎡ 
 延床面積  ２９，５２３㎡ 
 用   途 商業施設 
 店 舗 数 ５５店 
 駐 車 場 ４４台 
（映画鑑賞者には４時間無料の優待あり） 

【あべのルシアスの概要】 
 所   在 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１号  
 交   通 近鉄線「大阪阿部野橋」駅徒歩３分 
       ＪＲ・地下鉄線「天王寺」駅徒歩2分 
 開 業 日 1998年12月2日 
 構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造地下5階地上16階建 
       （一部鉄骨造及び鉄筋コンクリート造） 
 敷地面積   ７，０７２㎡ 
 延床面積  ６８，２８６㎡ 
 用   途 商業施設および事務所 
 店 舗 数 ５７店 
 事務所数  ３５室 
 駐 車 場 ２７６台 
 （映画鑑賞者には４時間無料の優待あり） 

＜ご参考＞ 
【 株式会社きんえいの概要 】 
 
代 表 者  代表取締役社長 田中耕造 
本社所在地  大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号  
設立年月日  昭和12年（1937年）5月12日 
    （おかげさまで本年設立８０周年を迎えました。）  
資 本 金  5億6,420万円 
株式上場   東京証券取引所市場第２部  
決 算 期  １月  
従業員数   ４７名  
事業内容   映画興行、賃貸ビルの経営・管理、娯楽場等    
       の経営 
系   列  近鉄グループホールディングス㈱ 
 

【交通アクセス】 

きんえいアポロビル 

あべのルシアス 

シネマ、グルメ、ショッピング、サービス、フィットネス、大型書店等約１１０店舗が揃った大型商業ビル 

http://www.kin-ei.co.jp/cgi-bin/pc/static.cgi?tgttmp=access/index
http://www.kin-ei.co.jp/cgi-bin/pc/static.cgi?tgttmp=access/index

