2013 年 11 月 28 日
イオンエンターテイメント株式会社

映画業界初！

“観て・食べて・遊べる”

1 日限りの夢の祭典！

「AEON DREAM GATE FES.（イオン・ドリーム・ゲート・フェス）」
12/4(水)

幕張メッセ（展示ホール 10･11）にて開催

全国にイオンシネマ 75 劇場を展開するイオンエンターテイメントは、エンターテイメントに五感で触れられる
イベント、「AEON DREAM GATE FES.」を 12 月 4 日（水）、幕張メッセで開催します。入場は無料です。
イオングループ最大規模となる大型キャンペーン「イオン SPECIAL 10WEEKS」の一環でもある「AEON DREAM
GATE FES」は、イオンエンターテイメントが映画興行、シネコンという従来の枠を離れて、初めて単独開催する
“観て・食べて・遊べる” 1 日限りの夢のフェスティバル。
当日は J-POP、ロック、クラシックから映画音楽まで幅広い
ジャンルの音楽やダンスパフォーマンスのライブステージを
お届け。子どもたちの大好きな仮面ライダーやプリキュア、お笑
い芸人も登場して会場を盛り上げます。またブースゾーンには、
ダンボールランドや、フランス生まれの「魔法の板」KAPLA で遊
べるコーナーなど、子どもから大人まで夢中になれる楽しいイ
ベントをたくさん実施。
今後も当社は、エンターテイメントのプラットフォームとして、お
客さまにあらゆるエンターテイメントが集まる“場”を提供し、こ
れまでにない感動体験をお届けしてまいります。

「AEON DREAM GATE FES.」開催イメージ

◆「AEON DREAM GATE FES」イベント概要（予定）◆
タ イ ト ル

イオン SPECIAL10WEEKS 「AEON DREAM GATE FES.（イオン・ドリーム・ゲート・フェス）」

日

時

2013 年 12 月 4 日（水） 14：00～21：30（予定） 受付 12:30～

対

象

未就学児からご年配の方まで

参加者数

約 10,000 名～

アーティスト
出
演
ファミリー
イ ベ ン ト
ブースゾーン

上田正樹、中村あゆみ、植村花菜、Mei、VIXX、SEAMO、ダウト、松永貴志、SOLIDEMO、
Chu-Z、GEM、仮面ライダーGIRLS、palet、Cheeky Parade ほか
フウジンライジン、ドキドキプリキュア、U 字工事、インスタントジョンソン、トップリード、B’ず軍
団 ほか
日清コーナー 「ひよこちゃんふわふわ」、乳幼児向け絵本読み聞かせコーナー、キッズ無料
ダンボールランド、モーリーファンタジーアーケードゲームコーナーほか
イオン株式会社、イオンディライト株式会社、イオントップバリュ株式会社、株式会社アートコー
ヒー、株式会社ジェイグループホールディングス、コカ・コーラ グループ、株式会社イオンイー
ハート、株式会社メガスポーツ、20 世紀フォックス映画、ミニストップ株式会社、株式会社イオ
ンファンタジー
イオンエンターテイメント株式会社

協賛企業

主

催

イベント HP

http://dg-fes.com/top.html

■ DREAM STAGE（アーティスト出演／ファミリー イベント）
VIXX

SEAMO

ダウト

ＹＯＵＴＵＢＥ再生回数
２ ０ ０ 万 回 突 破 。 2014
年韓国アーティスト注
目№1 の 6 人組アイド
ルグループ。

「マタアイマショウ」などの
ヒットで大型音楽番組の
出演も果たした他、ライブ
活動も精力的に行う。

ボーカルの幸樹を
中心に 2006 年に活
動開始。オリコン
インディーズチャー
トで 2 作連続 1 位
を記録。

上田正樹

中村あゆみ

植村花菜

1974 年伝説のスーパーバ
ンド“上田正樹とサウストゥ
サウス”を結成。ソロでは、
1983 年「悲しい色やね」が
シングルチャート 1 位に。

「翼の折れたエンジェル」
「ONE HEART」「BROTHER」の
ヒットで知られるシンガーソン
グライター。

「 トイレの 神様」は ドラマ
化、小説・絵本化され、東
京・大阪では ギャラリー
展も開催され、社会現象
に。

Ｍｅｉ

仮面ライダーGIRLS

さんみゅ～

卓 越 した ヴァ イ オ リ ン
演奏技術の高さに加
え、様々な音楽やバン
ドとのコラボ レーショ
ンを行い Mei 独自の世
界観を発信している。

仮面ライダーシ
リーズ 40 周年
を記念して結
成された初の
公式ガールズ・
ユニット。

「明るく、元気に、爽やか
に ！ 21 世 紀最初 の純
白アイドル！」をキャッチ
フレーズに掲げ、2013 年
1 月にデビューした 8 人組
のアイドルグループ。

Cheeky Parade

フウジンライジン

トップリード

2012 年 2 月 avex のアイ
ドル専用レーベル「iDOL
Street」の第 2 弾アーティ
ストとして結成された 9 人
組アイドルユニット。

キラビ やかな衣装とパンチ
の効いたボーカル、華麗で
スピーディーなダンスで圧
倒。

『キングオブコント 2012』
決勝進出に続き、2013 に
は準決勝進出。若手成長
株のホットなお笑いを！

「ドキドキプリキュア」
ショー

サンドアート SILT

B’ず軍団

2012 年、船本恵太によ
って結成。複数名によ
るサンドアートパフォー
マンスは世界初にして
唯一の試み。

日本テレビ「もの
まねグランプリ」
に出演している
稲葉浩志のもの
まね集団。

インスタントジョンソン

U 字工事

じゃい、スギ、ゆうぞうの太
田 プロ 所属 お笑 いトリオ 。
「第１回お笑いホープ大賞」
受賞。

2008 年「M-1 グランプリ」決
勝進出第 5 位。レギュラー
番組を多数持ち、幅広く活
躍中の人気漫才コンビ。

日清ひよこちゃんふわふわ

ダンボールランド

「モーリーファンタジー」
アミューズメントゾーン

カプライベント

読み聞かせ絵本イベント

「スポーツオーソリティ」
キックイベント
＆巨大トラック登場！

コカ・コーラドリンク抽選会
＆クマ登場！

ママ＆ファミリー
サンプリングコーナー

○その他

女児に大人気のプリキュアス
テージ。シリーズ 10 作目の
キャラクターが大集合。

「仮面ライダー
鎧武」ショー
仮面ライダーシリー
ズ最新作。

■

ブースゾーン

パンケーキ「８８」、ミニストップ、アート
コーヒー ほか

タイムスケジュール

◆ 12/4（水） DREAM STAGE ホール 11
TIME

STAGE

14:00-14:20

クラッシック×映画音楽

14:20-14:40
14:45-15:05

シンガー×映画音楽

15:05-15:25
15:30-15:50

SOLIDEMO SHOWCASE

15:50-16:20

SHOWCASE

16:20-16:35

IDOL SHOWCASE

16:35-16:50

◆ 12/4（水） DREAM STAGE ホール 10
出演

TIME

STAGE
ウェルカム

出演

Mei

14:00-14:20

松永 貴志

14:20-14:40

中村あゆみ

14:40-15:10

上田正樹

15:20-15:30

SOLIDEMO

15:30-15:40

マシンガンズ

植村花菜

15:40-15:50

インスタントジョンソン

Chu-Z

15:50-16:00

U 字工事

赤マルダッシュ☆

16:10-16:40

ショーケース

フウジンライジン
B'z 軍団（ものまね）

スポンサータイム
お笑い
SHOW TIME

ヒーローショー

トップリード

ドキドキ！プリキュア
ショー
仮面ライダー鎧武／ガイ

16:50-17:20

ムショー

16:50-17:05

GEM

17:30-17:50

17:05-17:25

合法幼女症候群

18:00-18:10

17:25-17:45

仮面ライダーGIRLS

18:10-18:20

Fine Color

17:45-18:05

palet

18:20-18:40

剣技衆かむゐ

18:05-18:25

さんみゅ～

18:40-19:00

18:25-18:55

Cheeky Parade

19:20-19:55

スペシャルライブ

ダウト

20:05-20:40

SEAMO

20:50-21:30

VIXX

スポンサータイム
次世代
ジャパンカルチャー

Whoop!e whoop!e

サ ン ド ア ー ト SILT
『souffle』

