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2013 年 2 月 25 日 

 

Welcoming アベノ・天王寺キャンペーン事務局 

（近畿日本鉄道株式会社・東急不動産株式会社・西日本旅客鉄道株式会社） 

 

アカペラライブ＆ご当地キャラも大集合！！ 

「Welcomingアベノ・スプリングフェス」開催！ 
日時：3月 9日(土) 13：00～  

場所：あべの HOOP 1 階 オープンエアプラザステージ 
 

Welcoming（ウェルカミング）アベノ・天王寺キャンペー

ン事務局では、「Welcoming アベノ・スプリングフェス～ア

カペラライブ＆ご当地キャラ祭り～」を、来る 3月 9日（土）

に、あべの HOOP 1 階 オープンエアプラザステージにて開

催いたします。 

 

アベノ・天王寺エリア（以下、「あべてんエリア」）でのアカペライベントは、2011 年に

開催した「Welcoming アベノ・ミュージックフェスタ 2011」から数え、今回が第 4 回目と

なります。 

今回の「Welcoming アベノ・スプリングフェス」は、プロのグループによる熱いビートと

美しいハーモニーのアカペラステージに加え、あべてんエリアゆかりのご当地キャラクタ

ーも計 12 体集合し、音楽に興味のある方だけでなく、お子様から高齢者の方まで幅広い層

の方々に楽しんでいただける内容となっております。 

このイベントを通じ、一人でも多くの来街者様に“あべてん”の街の魅力を体感してい

ただき、アカペラがあべてんエリアの新しい風物詩になることを願っています。 

 

 

 

 

 
 

昨年 10 月の「ABETEN BEAT PASSION 2012」の様子 

 

 

 

                           昨年 3月の「アベノ・ひな祭り」の様子 
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■イベント実施概要 

名 称： Welcoming アベノ・スプリングフェス 

～アカペラライブ＆ご当地キャラ祭り～ 

日 時： 2013 年 3 月 9 日（土）13：00～16：40（予定）  

場 所： あべの HOOP 1 階 オープンエアプラザステージ 

内  容： アカペラライブ、ご当地キャラステージ 

参加費： 無料 

主 催： Welcoming アベノ・天王寺キャンペーン事務局、 

 阿倍野区役所 

一般からのお問い合わせ先 

： Welcoming アベノ・天王寺キャンペーン事務局 

TEL / 080-1525-4587（平日/10：00～17：00） 

Mail / info＠mb.abeno-tennoji.jp   HP / http://www.abeno-tennoji.jp/ 

 

【ステージタイムテーブル】 

時間 内容 

13:00～13:25 ご当地キャラクターステージ① 

13:25～13:50 アカペラライブ①―１／ the XAVYELLS（ザビエルズ） 

13:50～14:15 アカペラライブ②―１／ Be in Voices（ビーインヴォイセス） 

14:15～14:35 アカペラライブ③―１／ Permanent Fish（パーマネントフィッシュ）

14:35～15:00 ご当地キャラクターステージ② 

15:00～15:25 アカペラライブ①―２／ the XAVYELLS（ザビエルズ） 

15:25～15:50 アカペラライブ②―２／ Be in Voices（ビーインヴォイセス） 

15:50～16:10 アカペラライブ③―２／ Permanent Fish（パーマネントフィッシュ）

16:10～16:40 ご当地キャラクターステージ③ 

 

【ご当地キャラクター】 

 エリアにゆかりのあるキャラクター達と、さらに特別ゲストとして熊本県のくまもんが

出演、計 12 体のキャラクターがクイズ大会を行ってステージを盛り上げます。
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■アカペラ出演アーティスト紹介 

Permanent Fish/パーマネント フィッシュ  

2005 年に神戸で結成された男性ボーカルグループ。 

アカペラを主体に、AOR サウンドをベースにした爽やかな大

人のテイストあふれるパフォーマンスで、聴く人を柔らかな

ハーモニーの海へと誘う。 

「神戸から世界へ」を合言葉に 2008 年に韓国デビュー。 

2009 年 11 月、第 17 回大韓民国文化芸能大賞外国芸能人賞を受賞。神戸三宮でのレギ

ュラーライブを展開。Kiss-FM KOBE にてレギュラー番組『Permanent Fish のぎょぎょ

ぎょラジオ』を放送中。サンテレビ『週末ココいこっ！おっ！サンなび』のエンディ

ングテーマ曲にオリジナル曲「Wonder Blue」が選ばれるなど、国内のみならず世界へ

も発信している Permanent Fish のライブは必見。 

 

the XAVYELLS / ザビエルズ 

  神戸を拠点に活動しているアカペラグループ。 

オールディーズや日本のグループサウンズ等、世代を越えて

愛され続けている名曲を数多くカバー。 

歌以外にも注目すべきは、メンバーそれぞれの個性豊かなキ

ャラクター。MC 中の絶妙なやりとりも、彼らの魅力の 1 つ。

グループ名に込められた“たくさんの人にアカペラの魅力を伝え、元気を与える”を

モットーに、笑顔あふれるステージをお届けします。 

 

Be in Voices /ビーインヴォイセス 

1992 年結成。そのキャリアに相応しい、高い音楽性と洗練 

されたハーモニー、抜群のチームワーク力による親しみや 

すいライブステージは、幅広い年齢層に支持され、多くの 

イベントや公演を成功させる。 

オリジナル曲をはじめ、スタンダードジャズ、童謡、ポッ 

プス、クラシックに至るまで、豊富なレパートリーはジャンルを問わず、その数は 500

曲以上にのぼる。 

ハワイ、中国、フィリピンなど、海外公演でも好評を博し、2006 年夏にリリースした  

「歩き出した僕たち」は「銚子マリーナ国際トライアスロン大会」のイメージソング 

に起用される。 

 

参考情報 1 
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■ 出演ご当地キャラクター 

○参加予定キャラクター 

   ・あのんくん、てのんちゃん（Welcoming アベノ・天王寺キャンペーン） 

   ・ゴーゴくん（天王寺動物園）     ・あべのん（阿倍野区役所） 

   ・ももてんちゃん（天王寺区役所）   ・くしたん（新世界串かつ振興会） 

・ビリケンくん（通天閣観光株式会社） ・いしきりん（石切参道商店街） 

・ちん電くん（阪堺電気軌道株式会社） ・たいしくん（大阪府太子町） 

・滝ノ道ゆずる（大阪府箕面市） 

○特別ゲスト  

くまモン（熊本県） 

 

 参加キャラクター写真（抜粋） 

 

あのん・てのん    滝ノ道ゆずる     あべのん      くまモン 
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■あべてんエリア アカペライベント活動実績（2013 年 2 月現在） 

 

 

Welcoming アベノミュージックフェスタ 2011 

 

  日 時：2011 年 10 月 8 日（土）～10 日（月・祝） 

      11：00～16：00 

 

来場者：約 15,390 人 

 

会 場：あべのキューズタウン前道路拡幅予定地特設ステージ 

 

共 催：阿倍野区役所 

協 力：FM802 他 

 

 

 

Welcoming アベノ・ひな祭り 

 

 日 時：2012 年 3 月 3日（土） 

     13：00～16：00 

 

来場者：約 1,890 人 

 

会 場：あべの Hoop 1 階オープンエアプラザステージ 

 

協 力：阿倍野区役所、天王寺区役所、 

天王寺動植物園公園事務所、熊本県大阪事務所、 

FM802、新世界串かつ振興協会、 

通天閣観光株式会社 他 

 

 

 ABETEN BEAT PASSION 2012 

 

  日 時：2012 年 10 月 7 日（日）～8日（月・祝） 

      11：00～16：45 

 

来場者：約 6,500 人 

 

会 場：あべのキューズタウン前道路拡幅予定地特設ステージ 

 

共 催：阿倍野区役所 他 

 

 

参考情報 2 


