
２０１７年１０月２６日 

あべのＡステージ（アポロビル・ルシアスビル） 
「あべの・天王寺アイドルフェスタ ｖｏｌ．２」開催！ 

２０１７年１１月５日（日）１１時開始 
～好評につき２回目開催、今回も握手会を同時開催！～ 

≪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） 

Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

 「あべのルシアス」のメインステージである「あべのＡステージ（あべのルシアス１階）およびスカイ
コート（同ビル１５階）」におきまして、２回目となる「あべの・天王寺アイドルフェスタ ｖｏｌ．２
（主催：オーナメントプロモーション）」が本年１１月５日（日）に開催されますので、お知らせ致します。 
  
 本イベントは、去る８月６日（日）に第１回イベントを開催しましたが、非常に多くのお客様にお集まりいた
だき盛況のうちに幕を閉じました。これを受け、出演者数も前回の１０組から１９組とほぼ倍増し、パワーアッ
プした２回目の「あべの・天王寺アイドルフェスタｖｏｌ．２」を開催する運びとなりました。今回も大阪府、
京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県および東京都からご当地アイドルが集結します。また、今回は、前回に引き続
き出演の３組の他に、新たに１６組が出演し、ステージを大いに盛り上げます。  
 さらに、今回も出演者による握手会やグッズ販売会も開催します。なお、握手会には、アポロビル・ルシアス
ビル内の店舗でお買い上げいただいた１，０８０円（税込）以上のレシートのご提示が必要となります。 
 今後もあべのＡステージは、明日のスターを目指すミュージシャンやアイドルに活躍の場を提供、また、お客
様と共に応援し、明日のミュージックシーンを担う人材が本ステージから生まれることを期待しています。 
 詳細は別紙のとおりです。  

近鉄グループ 

  



【「第２回あべの・天王寺アイドルフェスタ」の詳細】 
１．概要 
 （１）日      時  ２０１７年１１月５日（日）１１時～１８時頃（予定） 
 
 （２）場      所  あべのルシアス１階「あべのＡステージ」および同ビル１５階「スカイコート」 
 
 （３）料      金  観覧無料 
 
 （４）出    演   者  ＜大阪＞ 
              仮面女子候補生ＷＥＳＴ、Ｓｕｇａｒ＆Ｓｏｌｔ、アモレカリーナ大阪、 
              そらいろのきりん関西組、ＰＩＮＫＲＵＳＨ、一丁目一番地、鈴屋りん、浪速六歌仙、 
              ナナミとネイロ、三代目ＫＯＮＡＭＯＮ、ｐｏｍｍｅｒｏｓｅ、いのうえまなみ 
             ＜京都＞ 
              柳瀬蓉、加茂川マコト 
             ＜兵庫＞ 
              神戸ｆｌａｖｏｒ 
             ＜奈良＞ 
              パステル☆ソーダ 
             ＜滋賀＞ 
              マリーナブルー 
             ＜東京＞ 
              伊谷亜子、ジュリアナの祟り 
             ※太字は、今回初出演 
  
 （５）出演時間（予定） ＜１階Ａステージ＞     

                    １１：１０～ アモレカリーナ大阪    １４：００～ 浪速六歌仙  
                                   １１：３０～ そらいろのきりん関西組  １４：２０～ ナナミとネイロ 
             １１：４０～ ＰＩＮＫＲＵＳＨ     １４：３０～   伊谷亜子 
             １２：００～ 一丁目一番地       １４：４０～ 三代目ＫＯＮＡＭＯＮ 
             １２：１０～ ジュリアナの祟り     １５：００～ 加茂川マコト 
             １２：３５～ パステル☆ソーダ     １５：２０～ ｐｏｍｍｅｒｏｓｅ 
             １２：５５～ 鈴屋りん         １５：３０～ 仮面女子候補生ＷＥＳＴ 
             １３：０５～ 神戸ｆｌａｖｏｒ     １５：５０～ いのうえまなみ 
             １３：２５～ Ｓｕｇａｒ＆Ｓｏｌｔ   １６：１０～ マリーナブルー 
             １３：３５～ 柳瀬蓉        
                                       ＜１５階スカイコート＞ 
             １３：００～ Ｓｕｇａｒ＆Ｓｏｌｔ    １５：００～ そらいろのきりん関西組  
             １３：２０～ 加茂川マコト        １５：２０～ 一丁目一番地 
             １３：４０～ 伊谷亜子              １５：４０～ 鈴屋りん 
             １４：００～ ｐｏｍｍｅｒｏｓｅ     １６：２０～ ナナミとネイロ 
             １４：２０～ いのうえまなみ       １６：４０～ 柳瀬蓉 
 
 （６）握  手  会  アポロビル・ルシアスビル内の店舗でお買い上げいただいた１，０８０円（税込）以上の 
             レシートのご提示で握手会に１回参加できます。 
  
 （７）握手会開始時間  ＜１階Ａステージのみ・予定＞     

                    １１：４０～ アモレカリーナ大阪      １４：３０～ 浪速六歌仙             
             １１：５０～ そらいろのきりん関西組  １４：４０～ ナナミとネイロ                                                                            
             １２：１０～ ＰＩＮＫＲＵＳＨ     １４：５０～   伊谷亜子              
             １２：２０～ 一丁目一番地       １５：１０～ 三代目ＫＯＮＡＭＯＮ 
             １２：４０～ ジュリアナの祟り     １５：２０～ 加茂川マコト 
             １３：０５～ パステル☆ソーダ     １５：４０～ ｐｏｍｍｅｒｏｓｅ 
             １３：１５～ 鈴屋りん         １６：００～ 仮面女子候補生ＷＥＳＴ 
             １３：３５～ 神戸ｆｌａｖｏｒ     １６：１０～ いのうえまなみ 
             １３：４５～ Ｓｕｇａｒ＆Ｓｏｌｔ   １６：３０～ マリーナブルー 
             １３：５５～ 柳瀬蓉                                
    ※出演者一組あたりの握手会持ち時間は約１０分程度なので、全てのお客様と握手できない場合があります。 
     また、当日に急遽出演者や時間の変更および中止になる場合があります。 
     何れにつきましても予めご了承下さい。 
  
 （８ ）主     催  オーナメントプロモーション（キラポン運営事務局） 
 （９ ）企     画  アイドルイベントドットジェーピー 
 （１０）制     作  ＬＧＤ Ｓｃｅｎｅ Ｃｒｅａｔｓ 
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２．主な出演者のプロフィール  
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⑨マリーナブルー（滋賀） 
滋賀発アイドルユニット 
2012（平成24）年11月に滋賀県 
大津市でデビュー 
今年で5年目を迎え、現在の3期マ
リーナブルーは2016（平成28） 
年9月に台湾・台北市でのお披露目。 
平均年齢17.3歳、元気と明るさで
チャレンジします！  

 

 

⑦加茂川マコト（京都） 
普段は2次元イラストの世界にいるが、週
末には2.9次元という姿で3次元（リア 
ル世界）に現れ、ライブやイベントで活躍
する次元を超えたアイドル。 
拠点は京都で毎月イベントを開催。2011
にキャラクターとして誕生。全国各地のサ
ブカルイベントにも積極的に参加し、2次
元と3次元の架け橋となる活動をしている。
異次元をリンクして楽しめることが魅力の
一つである。 

①仮面女子候補生ＷＥＳＴ（大阪） 
201５年１２月１８日デビュー。 
地下アイドルの枠を超えた仮面女子が、 
大阪でも「仮面女子候補生ＷＥＳＴ」
として結成。候補生ながら仮面女子の
関西代表として活動していたが、この
度、第四の仮面女子「仮面女子：イー
スターガールズ」として昇格。美音咲
月、渚りりか、星宮りり、五比桐美優、
上下碧の５人で構成される。 

③ｐｏｍｍｅｒｏｓｅ（大阪） 
2017年５月にデビューしたリアル姉妹。
聖菜・夢菜によるダンス＆ボーカルユ
ニット 
姉：早川聖菜（はやかわ せな） 
妹：早川夢菜（はやかわ ゆな） 
ともに大阪府出身 
 

④Ｓｕｇａｒ＆Ｓｏｌｔ（大阪） 
甘くて、しょっぱくて、しかもめっ
ちゃキラキラ☆ 
そんな超よくばりでパワフルなアイド
ルユニットＳｕｇａｒ＆Ｓｏｌｔ 
応援して下さると嬉しいです☆  

⑤いのうえまなみ（大阪） 
バンド（V.o）・アイドル活動を経て
ソロデビュー。毎週木曜日ｃｌｕｂ 
ＭＥＲＣＵＲＹにて定期公演に出演。 
定期公演にて格付けチェック中 
9月30日生まれ 

⑥そらいろのきりん関西組（大阪） 
小中学生ユニット 
関西を中心に活動中！ 
オリジナル曲・カバー曲を中心にライ
ブをしています！ 

②三代目ＫＯＮＡＭＯＮ（大阪） 
2017年12月二代目KONAMONのメ
ンバーを新たに入替え「大阪粉もん応
援団」というNEWキャッチフレーズを
掲げ、新生三代目KONAMONとして
再結成。 
アイドル枠に囚われず粉もん文化を広
めるためTV出演、舞台出演、たこ焼き
屋など商店や企業とのコラボ企画等で
幅広く活躍中！ 
 

⑧柳瀬蓉（京都） 
和楽器の音を取り入れた楽曲を得意とす
る和製シンガー。京都府出身。 
５月１３日生まれ。 
和の音色と独特の世界観が老若男女を問
わず、幅広い年齢層から注目を浴びてい
る。フリーでの活動の中、僅か２年弱で
全国流通シングルをリリース。４年間で
シングル４枚、アルバム１枚、 
ミニアルバム１枚をリリース。 
１２ヶ月連続楽曲を発表するなどハイ
ペースに活動中。 
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【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５分 
       ＪＲ・地下鉄線「天王寺」駅徒歩３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５分 
       ＪＲ・地下鉄線「天王寺」駅徒歩３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

