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あべのハルカスは、本年３月７日（土）にグランドオープン1周年を迎えます。開業以来、あべのハルカスを

訪れていただいたお客様や地元の皆様にご愛顧いただき、１周年を迎えられることを心より感謝申し上げます。 

あべのハルカスでは開業１周年を記念して、３月６日（金）、７日（土）、８日（日）の３日間「あべのハル

カス1周年 花咲く誕生祭」として、お客様への感謝の気持ちを込めた各種イベントを行います。 

オープニングイベントでは、「あべのハルカス ３００バースデーケーキショー」と題し、あべのハルカス近

鉄本店の洋菓子店、大阪マリオット都ホテル、辻調グループなどの数多くのパティシエのご協力をいただき、あ

べのハルカスの高さ３００メートルにちなんだ３００個の「オリジナルバースデーケーキ」をお披露目します。 

またイベント期間中は、あべのハルカスと地元地域が連携し、３００個のバースデーケーキと３００本の素敵な

賞品が当たる「バースデーカードラリー」を実施するなど、お客様への感謝の気持ちを込めたイベントを多数実

施します。 

あべのハルカスは、これからも大阪のシンボルとして、たく 

さんのお客様から愛され続ける存在を目指すとともに、あべの・ 

天王寺エリアの発展に寄与し、エリアの活性化につながる活動を 

続けて参ります。 

イベントの詳細は別紙をご覧ください。 

 

 

平成２７年２月２３日 

近畿日本鉄道株式会社 

株式会社近鉄百貨店 

あべのハルカスあべのハルカスあべのハルカスあべのハルカス1111周年周年周年周年    花咲花咲花咲花咲くくくく誕生祭誕生祭誕生祭誕生祭    

あべのハルカスはあべのハルカスはあべのハルカスはあべのハルカスは３３３３月月月月７７７７日日日日（（（（土土土土））））にににに開業開業開業開業１１１１周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えますえますえますえます。。。。 

～記念イベントでは、お客様への感謝の気持ちを込めたイベントが盛りだくさん！～ 

上：1 周年記念イベントロゴ 

右：３００バースデーケーキ イメージパース 
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イ ベ ン ト 名：あべのハルカス１周年 花咲く誕生祭 

 

実 施 期 間：平成２７年３月６日（金）、７日（土）、８日（日） 

       ※一部イベントは、３月２１日（土・祝）まで実施 

 

イベント場所：あべのハルカス 

協 力 施 設：地元商店街（あべの巴通り商店街、阿倍野筋一丁目東商店街、阿倍野筋二丁目東商店街） 

       地元商業施設（Ｈｏｏｐ、and、新宿ごちそうビル、タイムズプレイスあべの、あべのキューズ

モール、きんえいアポロビル、あべのルシアス） 

 

【主なイベント：日程、イベント名、場所】 

 日 程 イベント 場 所 

① ３/６(金)～３/８(日) あべのハルカス ３００バースデー

ケーキショー 

あべのハルカス16階ロビー 

② ３/６(金)～３/８(日) バースデーカードラリー 

 

抽選会場：時計の広場（地下１階） 

カード配布場所：あべのハルカス近鉄本店

と地元商店街、商業施設の対象店舗 

③ ３/６(金)～３/８(日) メッセージ入り 

ピンクのパインアメ配布 

あべのハルカス館内各施設 

地元商店街 

④ ３/７(土) 大阪市音楽団コンサート 

※雨天時はイベントの内容を変更す

る場合があります。 

ハルカス３００（展望台）５８階 

 

⑤ ３/６(金)～３/８(日)、

14(土)、15(日) 

～あべのハルカスでかくれんぼ～ 

「あべのべあ」、「ざわちん」を 

探せっ！ 

あべのハルカス近鉄本店 

⑥      ３/６(金)～３/８(日)、

14(土)、15(日) 

みんなでつながる 

ふれあい笑顔写真展 

あべのハルカス近鉄本店２階 

ウエルカムガレリア 他 

 

  

 

 

    

※※※※３３３３////６６６６((((金金金金))))９９９９時時時時４５４５４５４５分分分分からからからから    ３００３００３００３００個個個個のののの「「「「オリジナルオリジナルオリジナルオリジナルバースデーケーキバースデーケーキバースデーケーキバースデーケーキ」」」」のおのおのおのお披露目披露目披露目披露目セレモニーセレモニーセレモニーセレモニー    

別 紙 
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    【【【【１１１１周年記念周年記念周年記念周年記念イベントイベントイベントイベント：：：：あべのハルカスあべのハルカスあべのハルカスあべのハルカス１１１１周年周年周年周年    花咲花咲花咲花咲くくくく誕生祭誕生祭誕生祭誕生祭】】】】    

１．あべのハルカス ３００バースデーケーキショー 

（１）「３００バースデーケーキ」のお披露目セレモニー 

１周年記念イベント初日の３月６日（金）には、あべのハルカス開業１周年を記念して製作した  ３

００個の「オリジナルバースデーケーキ」のお披露目セレモニーを行います。セレモニーでは「オリジ

ナルバースデーケーキ」を製作いただいた、あべのハルカス近鉄本店の洋菓子店、地元洋菓子店、大阪

マリオット都ホテル、辻調グループをはじめとする数多くのパティシエが集うほか、大阪市立常盤幼稚

園の年長園児の皆さんが「ハッピーバースデー」を歌います。また、ハルカス３００（展望台）のキャ

ラクター「あべのべあ」も登場します。 

【日  程】３月６日（金）９時４５分から１０時００分まで 

【場  所】あべのハルカス１６階ロビー 

  

（２）「３００バースデーケーキ」の展示 

  あべのハルカス花咲く誕生祭の開催期間中は、３００個の「オリジナルバースデーケーキ」の展示を

行います。 

【日  程】３月６日（金）から３月８日（日）まで   

【展示時間】１０時００分から２０時００分まで 

【展示場所】あべのハルカス１６階ロビー 

 

２．バースデーカードラリー 

あべのハルカス、地元商店街、地元商業施設が連携した「バースデーカードラリー」を実施します。この

カードラリーは、あべのハルカス近鉄本店でお買い物いただいたお客様に配布する「バースデーカード」と

あべのハルカス館内、地元商店街および地元商業施設でお買い物またはご利用いただいた際に配布する「フ

ラワーカード（計５種類）」を2種類以上組み合わせると、３００個のバースデーケーキと３００本の素敵な

賞品が当たる抽選に参加できます。 

        【日  程】３月６日（金）から３月８日（日）まで 

        【抽選時間】１０時００分から２０時００分まで（３月６日（金）は１１時００分から） 

  【抽選会場】あべのハルカス地下１階「時計の広場」 

【抽選会参加の方法】 

    あべのハルカス近鉄本店で５００円（税込）以上お買い上げいただいたお客様に「バースデーカード」

を、また、あべのハルカス館内（ハルカス３００（展望台）、あべのハルカス美術館、大阪マリオット

都ホテル）、地元商店街および地元商業施設の対象店舗で５００円（税込）以上お買い上げいただいた

方に「フラワーカード」をそれぞれお渡しいたします。「バースデーカード」を必須カードとして、「バ

ースデーカード」と「フラワーカード」を組み合わせた２種類以上のカードをお持ちいただくと、抽選

に参加いただけます。 

        【カード配布対象店舗】 

バースデーカード：あべのハルカス近鉄本店 

フラワーカード：ハルカス３００（展望台）、あべのハルカス美術館、大阪マリオット都ホテル          

地元商店街（あべの巴通り商店街、阿倍野筋一丁目東商店街、阿倍野筋二丁目東商

店街） 
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地元商業施設（Ｈｏｏｐ、and、新宿ごちそうビル、タイムズプレイスあべの、あ

べのキューズモール、きんえいアポロビル、あべのルシアス） 

【当選商品】＜カード２種類集められた場合＞ 

        バースデーケーキ、近鉄ギフトカード（１，０００円分）、大阪マリオット都ホテル「ＣＯＯ

ＫＡ」ペアランチチケット、新宿ごちそうビルお食事券（３，０００円分） など 

        ＜カード４種類集められた場合＞ 

バースデーケーキ、近鉄ギフトカード（１０，０００円分）、大阪マリオット都ホテル スーペ

リアツインご宿泊券 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バースデーカード           フラワーカード 

 

３．～１年間の感謝の気持ちをこめて～“メッセージ入りピンクのパインアメ配布” 

あべのハルカス館内の各施設および地元商店街で、「おかげさまで１周年を迎えることが出来ました」、「皆

様に支えられて１周年」などのお客様への感謝のメッセージ（約４０種類）を入れたピンク色のパインアメ

を配布します。 

【配布期間】３月６日（金）から３月８日（日）まで 

【配布時間】１０時００分から２0 時００分まで  

【配布場所】あべのハルカス館内各施設 

地元商店街（あべの巴通り商店街、阿倍野筋 1 丁目商店街、阿倍野筋２丁目商店街） 

※数量に限りがありますので、なくなり次第終了させていただきます。 

 

 

 

メッセージ入り 

ピンクのパインアメ 
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４．“大阪市音楽団コンサート”大阪市音楽団があべのハルカスにやってくる！！  

   約９０年の伝統と歴史を誇る、一流の音楽団である大阪市音楽団が、あべのハルカスの展望台で名曲を演

奏します。地上３００メートルの空に響き渡る音色に感動できるプログラムです。 

  【日  程】3 月７日（土） 

  【時  間】１４時００分から１５時００分まで 

  【場  所】ハルカス３００（展望台）５８階 天空庭園  

        ※観覧無料。ただし、ハルカス３００（展望台）の入場券が必要です。 

  【演 奏 曲】聖者の行進、ゲラゲラポーのうた、情熱大陸コレクション など 

   ※雨天時は、イベントの内容や場所を変更する場合があります。 

                        【大阪市音楽団プロフィール】 

                       大阪市音楽団は 1923 年(大正 12 年)に誕生以来『市音

（しおん）』の愛称で市民の楽団として親しまれている

交響吹奏楽団。2014 年 4 月から「一般社団法人大阪

市音楽団」となる。各都市での演奏会や吹奏楽講習会な

ど幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために

力を注いでいるほか「センバツ高等学校野球大会入場行

進曲の録音」「全日本吹奏楽コンクール課題曲参考演奏

の録音・録画」など、多方面からの要望にも応えている。 

 

５．～あべのハルカスでかくれんぼ～「あべのべあ」、「ざわちん」を探せっ！ 

   あべのハルカス近鉄本店でお客様の中に紛れ込んでいるハルカス３００（展望台）キャラクター「あべの

べあ」、ものまねタレント「ざわちん」を探し出すイベントを実施します。探し当てたお客様には、各回先

着１００名様に「ハルカス限定セコイヤチョコレート」をプレゼントします。 

【日  程】「あべのべあ」を探せっ！  ３月６日（金）から３月８日（日）まで 

          １４時００分から、１６時００分から  各２０分 

       「ざわちん」を探せっ！   ３月１４日（土）、３月１５日（日） 

           １３時００分から、１７時００分から  各２０分 

【場  所】あべのハルカス近鉄本店 

【ざわちん氏プロフィール】 

                 本名 小澤かおり、１９９２年８月１６日生まれ。日本人の父とフィ

リピン人の母のハーフ。芸能人のものまねメイクの新分野を確立。レ

パートリーは１００人を超え、その対象は年齢・性別・国を超える。

新作を発表する度に多くのメディアに取り上げられ大きな話題とな

り、初の著書メイク本『ざわちんざわちんざわちんざわちん Make Magic』(宝島社)は発売７カ

月で１５万部を超える大ヒットとなった。また自身の公式ブログは１

日平均１００万アクセスを記録し、過去最高アクセス数は前人未到の

８５９万アクセスを記録している。現在テレビ他、各メディアにて活

躍中。 

６．みんなでつながる ふれあい笑顔写真展 

   家族、友達、恋人など、人と人が触れ合った瞬間に撮影する「ラブカメラ」を使用し、撮影いただいたお

客様全員であべのハルカスのフォトモザイクを作製します。撮影した写真はその場でプレゼントさせていた
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だきます。なお、プレゼントした写真にはＱＲコードが付されており、完成したあべのハルカスフォトモザ

イクのどの位置に撮影写真があるか確認することが出来ます。完成作品は、３月１６日（月）以降あべのハ

ルカス近鉄本店２階ウエルカムガリアサイネージにてフラッシュムービー動画として放映などを行います。 

  【日  程】撮影期間：３月６日（金）、７日（土）、８日（日）、１４日（土）、１５日（日） 

        展示期間：３月１６日（月）から 

  【場  所】撮影場所：あべのハルカス近鉄本店２階ウエルカムガレリア 

        展示場所：あべのハルカス近鉄本店２階ウエルカムガレリア（サイネージ）他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ラブカメラ（イメージ）       あべのハルカスフォトモザイク（イメージ） 
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７．その他のイベント 

 日 程 イベント 場 所 

① ３/６(金)～3/８(日) 

 

３３３３ｄａｙｓｄａｙｓｄａｙｓｄａｙｓ    ＪＡＪＡＪＡＪＡＺＺＺＺＺＺＺＺフェスフェスフェスフェス    

Ｊａｚｚの生演奏による心地良い音色をお楽し

みいただけます。 

あべのハルカス近鉄本店 

タワー館７階 森の広場 

 

 

② 予選：３/７(土) 

決勝：３/８(日) 

キッズヴォーカルコンテストキッズヴォーカルコンテストキッズヴォーカルコンテストキッズヴォーカルコンテスト    

歌に自信のある子どもたちが集合し、グランプリ

を決めます。 

あべのハルカス近鉄本店 

２階 ウエルカムガレリア 

③ ３/８(日) あべのハルカスあべのハルカスあべのハルカスあべのハルカス少年少年少年少年・・・・少女合唱団少女合唱団少女合唱団少女合唱団コンサートコンサートコンサートコンサート    

あべのハルカス近鉄本店内のおけいこ教室「まな

ぼスタジオ」内で結成された少年・少女の合唱団

が、日頃の練習の成果を発表するコンサートで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あべのハルカス近鉄本店 

２階 ウエルカムガレリア 

※その他、ゲリラミニコンサ

ート開催 

④ 3/7（土） あべのハルカスあべのハルカスあべのハルカスあべのハルカス１１１１周年祝奏周年祝奏周年祝奏周年祝奏    bybybyby    林林林林    周雅周雅周雅周雅    

２０１４年、音楽監督で世界的指揮者・佐渡裕 

率いる「スーパーキッズオーケストラ」初の男性

コンサートマスターへの就任、日本クラシック音

楽コンクール全国第２位など、大阪出身の高校生

バイオリニストとして注目の林 周雅による祝奏

を開催します。 

あべのハルカス近鉄本店 

２階 ウエルカムガレリア 

⑤ 3/21（土・祝） 

※3/6（金）から 

募集開始 

祝祝祝祝!!!!!!!!あべのハルカスあべのハルカスあべのハルカスあべのハルカス１１１１周年周年周年周年    

「「「「ハルカスハルカスハルカスハルカス３００３００３００３００（（（（展望台展望台展望台展望台））））からおからおからおからお祝祝祝祝いいいいラッスンラッスンラッスンラッスン

ゴレライゴレライゴレライゴレライ    withwithwithwith    ＫＩＤＫＩＤＫＩＤＫＩＤ８６８６８６８６」」」」    

サングラスにピンクの衣裳を着た子供たち８６

人を一般募集。８．６秒バズーカーと一緒にラッ

スンゴレライを踊ります。 

ハルカス３００（展望台） 

⑥ ３/６(金)～3/８(日) 

 

大阪大阪大阪大阪マリオットマリオットマリオットマリオット都都都都ホテルホテルホテルホテル    開業開業開業開業1111周年特別周年特別周年特別周年特別イイイイ

ベントベントベントベント 
大阪マリオット都ホテル 

１９階 ライブキッチン 
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梅棒プロデュース“COOKA スペシャルユニ

ット”ダンスパフォーマンスを開催します！ 

昨年、オープンイベントとしてオリジナルの曲

とダンスを披露したエンターテインメント集

団「梅棒」プロデュースのフラッシュモブパフ

ォーマンスショーが再び登場します。圧巻のダ

ンスと歌を身近でお楽しみいただけます。イベ

ント期間中のメニューには、本格的な煮込み料

理や春野菜をたっぷり使用したマリネ、お子様

も大好きなピザやパスタまで幅広いイタリア

料理をご用意。また、ライブキッチンコーナー

では、１周年を記念して、土日祝のディナー限

定で、国産牛肉のグリル、有頭海老のオーブン

焼き、骨付きハムをご提供します。 

「COOKA」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ ３/６(金)～3/８(日) 

 

大阪大阪大阪大阪マリオットマリオットマリオットマリオット都都都都ホテルホテルホテルホテル    開業開業開業開業1111周年特別周年特別周年特別周年特別デデデデ

ィナーィナーィナーィナー  
6人のシェフが紡ぎ出す 早春の饗宴    

大阪マリオット都ホテルの5人の料理長とゲ

ストシェフの志摩観光ホテル 総料理長 樋口

宏江による三夜限りのスペシャルディナー。6

人のシェフたちが、厳選した食材を使い、得意

の手法で、コース料理を一皿ずつ担当します。

それぞれのシェフたちが紡ぎ出す個性あふれ

る料理が、1周年のこの瞬間にしか味わえない

スペシャルなディナーとしてお楽しみいただ

けます。 

大阪マリオット都ホテル 

５７階 レストラン 「ZK」 

 

以 上 


