
２０１７年８月３日

きんえいアポロビル開業45周年記念

「笑いあり！アートあり！ワクワクあべの夏祭り！」
２０１７年８月１９日（土）開催決定！

「わたしの“あべの・天王寺”イラスト大賞」発表会も！
レイザーラモンＨＧとモンスターエンジンが絵の腕前を披露！

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「きんえいアポロ
ビル」の開業45周年を記念して「きんえいアポロビル４５周年記念！笑いあり！アートあり！ワクワクあべの夏
祭り！」を２０１７年8月１９日１２時からあべのルシアス１階広場にて開催しますので、お知らせ致します。

去る7月22日にきんえいアポロビル開業45周年を記念して「よしもとお笑いバラエティステージ」等を多くの
皆様にお楽しみ頂きましたが、さらに夏休みに親子やカップルでお楽しみ頂けるイベントを開催する運びとなりま
した。内容は、「わたしの“あべの・天王寺”イラスト大賞発表会」などで、下記の概要のとおりです。また、
８月３１日まで一部店舗により「４５」の数字に因んだ価格やサービスをご提供中の「アニバーサリープライス
４５！」もご利用いただけます。当社は、本イベントを多くのお客様にお楽しみ頂き、今後もアポロビル・ルシア
スビルをご愛顧いただければと考えています。
詳細は別紙のとおりです。

近鉄グループ

【「きんえいアポロビル４５周年記念！笑いあり！アートあり！ワクワクあべの夏祭り」の概要】
１．よしもと芸人爆笑オンステージ

第１部 わたしの“あべの・天王寺”イラスト大賞発表会（１３時～）
第２部 爆笑オンステージ（１５時～）

①ネタ披露 ②プレゼント争奪バトル！Ｉｎアポロ・ルシアス
２．ゲーム・体験ブース（１２時～１７時）

①よしもと芸人による大道芸と似顔絵ブース
②人気アトラクション「カラフル千本引き」「お絵かき麦わら帽子ブース」
③アポロ・ルシアステナントブース「オカヤドカリつり・メダカすくい」「かき氷」「焼き餃子」

３．レシート４５大抽選会第２弾！

レイザーラモンＨＧ

モンスターエンジン フルーツポンチ



【「きんえいアポロビル４５周年記念！笑いあり！アートあり！ワクワクあべの夏祭り」の概要】

１．よしもと芸人爆笑オンステージ
＜第１部＞
（１）わたしの“あべの・天王寺”イラスト大賞発表会

・日 時 2017年８月１９日（土）１３時～
・場 所 あべのＡステージ（あべのルシアス１階）
・出 演 レイザーラモンＨＧ、モンスターエンジン
・内 容 よしもと随一の絵心ある芸人レイザーラモンＨＧさんによるイラスト審査会トークイベント。

「あべの・天王寺」という街をテーマに子供から大人まで参加できる絵画イラストコンテストで、
８月13日まで募集しています。
次のとおり、最優秀賞２作品、アポロ・ルシアス賞１０作品をレイザーラモンＨＧさんが表彰します。
≪最優秀賞≫ 2作品（各部門から1作品ずつ選出）
①小学生以下部門 アポロ・ルシアスお買い物・お食事券10,000円分
②中学生以上・大人部門 アポロ・ルシアスお買い物・お食事券45,000円分

≪アポロ・ルシアス賞≫ 10作品（各部門から5作品ずつ選出）
①小学生以下部門 アポロ・ルシアスお買い物・お食事券2,000円分
②中学生以上・大人部門 アポロ・ルシアスお買い物・お食事券10,000円分

また、レイザーラモンＨＧさんとモンスターエンジンさんが絵の腕前を披露します。

＜第２部＞１５時～
（２）“ネタたっぷり！！爆笑オンステージ”（各組１０分）

【出演者】 フルーツポンチ／モンスターエンジン／モンブラン
（３）「プレゼント争奪バトル！Ｉｎアポロ・ルシアス～芸人達がお客様のためにゲームで戦います！～」

【出演者】 フルーツポンチ／モンスターエンジン／モンブラン／アポロ・ルシアスの従業員様

２．ゲーム・体験ブース
【実施概要】
・日 時 ２０１７年８月１９日（土） １２時～１７時
・場 所 あべのルシアス１階広場（あべのＡステージ前）
・参加方法 当日お買い上げのレシート・アポロシネマ映画鑑賞券５００円分、または、現金５００円で受付にて

参加券１枚をお渡しします。（お１人様１０枚まで）
参加券と引き換えにお好きなゲーム・ブースにご参加いただけます。

・内 容

別 紙

④キャラメルバッキング

レイザーラモンＨＧさんの作品例

モンブランによる大道芸ブース
（よしもとブース）

マユリカ・中谷、蛙亭・中野による
似顔絵ブース

（よしもとブース）

★参加券1枚必要（先着1０0名様）
モンブランが楽しいバルーンアートを披露
※整理券不要

★参加券３枚必要（先着３２名様）
絵心ある芸人による似顔絵コーナー
※受付にて時間指定整理券を配布

蛙亭・中野 マユリカ・中谷

モンブラン



アポロ・ルシアステナントによるお楽しみブース

①アルバトロス（ルシアス２階）
☆参加券１枚必要
・オカヤドカリつりとメダカすくい

②石家餃子店（ルシアス地下１階）
☆現金のみ
・焼き餃子など

③ロッテリア（アポロ１階）
☆現金のみ
・かき氷など

お絵かき麦わら帽子ブース

★参加券1枚必要（先着1０0名様）
マーカーやアクリル絵の具で
イラストや模様を描いて頂きます。
乾いたら完成！

カラフル千本引き

★参加券１枚必要
カラフルでポップな千本引き。
景品をつるすのではなく、
ひもを引いて同じ色がでたら当たり！

３．レシート45大抽選会第2弾！
（１）日 時 2017年８月１９日（土）１２時～１７時
（２）場 所 あべのルシアス1階広場
（３）参加方法 当日お買い上げのレシート・アポロシネマ映画鑑賞券５００円分、または現金５００円で受

付にて参加券1枚をお渡しします。（お1人様１０枚まで）
参加券と引き換えに抽選会にご参加いただけます。

（４）賞 品 アポロ・ルシアスお買い物・お食事券
１等 １０，０００円分（１名様）
２等 ５，０００円分（１０名様）
３等 ５００円分（３０名様 ）
４等 １００円分（４００名様）
４５周年賞 店舗様提供賞品（セガＵＦＯキャッチャー１回無料券、タイトークレーンゲーム１回無料券

串まるドリンクバー無料券、魔女の家ポケットティッシュ）
残念賞 キャンディ

お絵かき前 お絵かき後

④ドリンクコーナー（ビール、ソフトドリンク、アイスキャンディー）
☆現金のみ

イメージ
イメージ イメージ



４．アニバーサリープライス４５！

アポロビル開業４５周年を記念して8月31日まで※、アポロビル・ルシアスビルの店舗（一部除く）が“４５”
の数字に因んだ価格や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。詳細は下表のとおりです。
※アポロビル1階「ラフィネ」のみ8月24日まで。

■アニバーサリープライス！45 リスト

【現在実施中～２０１７年８月３１日まで】※１Ｆ「ラフィネ」は２４日まで

店舗名 ビル フロア サービス内容

熊五郎 アポロ B2F 人気メニューの復刻！！コーンしょうゆラーメン 800円、コーン味噌ラーメン 850円

スパイシー アポロ B2F チーズカレー450円（税込） ※ご奉仕品につき各種サービス券等の利用不可

魔女の家 アポロ B1F 通常価格から45円プラスご縁で50円を鑑定料から値引きいたします

メガネの愛眼 アポロ 1F 4,990円メガネセット→4,500円メガネセット※他のクーポン等との併用不可

SHOW A アポロ 1F 2つお買い上げで、合計金額から¥450-引き！ ※現金払いのみ

BrandCity アポロ 1F 45,800円均一コーナーの設置

ラフィネ アポロ 1F
【8/17～8/24】①新規様対象：期間中、平日にご来店のお客様限定で 足浴（5分）540円 + 45分コース（4,860円）＝5,400円→4,860円（10%ＯＦＦ） ※金額は税込
②①のお客様対象で、次回予約いただいた方、次回来店時に「四万十ひのき天然入浴剤」プレゼント

喜久屋書店 アポロ 2F 45年ぶりのブックフェア 1972年発行の書籍を集めたミニコーナー！

ブルー アポロ 5F 痩身or美顔 60分コース 通常価格1回¥16,200→¥3,000（税込）

コート・ダジュール アポロ 6F お会計総額4,500円（税込）以上のお客様に選べる3品から1品プレゼント！！ ※細切りポテト・枝豆・スナックバスケットのいずれかから

桜の門 アポロ 6F ハッピーアワー！何杯目でも、1杯の金額が、19:00迄 生ビール450円（税別）、ハイボール（シングル）45円（税別） ※他クーポン・サービス との併用不可

コンタクトのアイシティアポロ アポロ 7F
コンタクトレンズの快適装用の為の装着液 10：30～14：00の間！ハード・ソフト用レンズサポート：通常840円が450円（税別）／ハード専用アシスト：通常840円が

450円(税別)

毛髪クリニック リーブ２１ アポロ 7F 気軽にチェック！髪ドック45％オフ ¥3,800→¥2,090（税込）

ヒアリングパートナー ブルーム アポロ 7F 補聴器専用ケース（黒）：定価 864円（税込）→ 450円（税込）※先着10名様限定

縁 アポロ 7F ポール・シェリー90分 27,000円（税込）→2,980円（税込） ※お1人様1回限り

吾作どん アポロ 10F 単品お造り450円均一セール たこぶつ、サーモン、貝柱、〆サバ他

吾作亭 アポロ 10F 店長おまかせ握り6貫450円

串かつ でんがな ルシアス B1F
≪昼飲みセット・おつかれ様セット≫串5本セット（牛・チキン・ウィンナー・玉ねぎ・ナス）+ドリンク 743円（税抜）★セットをご注文のお客様におすすめ一品プレゼン
ト！

石家餃子店 ルシアス B1F ①得々一杯セット 通常990円→キャンペーン890円 ②一杯セット通常1,100円→キャンペーン990円

イタリアントマトカフェJr. ルシアス B1F 日替わりイタリアンソーセージのペペロンチーノ450円（税込）

神戸アールティー ルシアス B1F インドワイン グラスワイン1杯110円（税込）、おすすめインドビール ビン280円（税込）、缶180円（税込）※通常ビン380円、缶280円

大衆焼き とり元 ルシアス B1F 45周年記念メニュー 焼き鳥5本盛り450円（税抜）

いきなり！ステーキ ルシアス 1F 肉マイレージカードの無料発行。無料配布期間以外は108円で発行している肉マイレージカードを無料で配布！

Becky Lash ルシアス 2F コーティングサービス ※お1人様1回まで お声掛け頂いたお客様のみ

あべのアポロシネマ ルシアス 4F 45周年クッキー450円（税込）

ザ・ロックアップ ルシアス 15F
飲食45%オフ（割引上限／3,000） 食飲コース利用不可。その他クーポン利用不可。単品飲み放題利用時不可。入店時にキーワード「45周 年」をスタッフにお伝
えください。

がんこ ルシアス 15F
かのか（芋焼酎）一升瓶、綺羅麦（麦焼酎）一升瓶 ¥4,500（税別） ※ボトルキープ チャージ料金無料！！期間中何度でも利用可！充実のアフターファイブをど
うぞ！

北の家族 ルシアス 15F 1名につき450円オフ最大6名まで。宴会・単品飲み放題利用時不可。その他クーポン併用不可。入店時にキーワード「45周年」をスタッフにお伝えください。

あべのダイナー ルシアス 16F 通常500円生ビールを450円！期間中ずっと！1人様何杯でも！

串まる ルシアス 16F お1人様ファーストドリンクの1杯限り 生ビール（中）45円 ※チューハイ、ハイボール、焼酎、梅酒、カクテル、グラスワイン、ウイスキーに変更も可。

アニバーサリープライス４５！ロゴマーク

舞台となる“あべのＡステージ”周辺



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
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

