あみたん娘ファーストライブ

文苑堂書店 presents 高岡福田本店 10 周年記念

2016
カノン

3 20 日
あみたん

セシル

高岡から富山、そして日本を元気に！
アイドル、声優、女優、モデル、etc…
あみたん娘レイヤーズが高岡に集結！

みんなで一緒に盛り上がろう！

スペシャルゲスト

玉樹るい

青木満理子

空野青空

梶礼美菜

富山県 加茂川マコト
初上陸！

次元を超えた
2.9次元アイドル
鈴林みてき
場

所

1部
2部

蝶良寿々

花森るの

東城咲耶子

ウイング・ウイング高岡 4Fホール
開演 12:30〜14:10（開場12：00）
開演 15:30〜17:10（開場15：00）

イベントの詳細

あみたん娘ホームページ

http://trap-takaoka.jp あみたん娘

プレイベント

インストアライブ

「梶 礼美菜〜ワタシの原点〜」
2016年1月31日（日）
文苑堂書店 高岡福田本店13：00〜
文苑堂書店 富山豊田店16：00〜

※ステージ構成やライブ出演者および曲目は、１部と２部で異なります。

全席自由

前売券 2,500 円 当日券 3,000 円 １部・２部セット券 5,000 円〈 特典：３ショットチェキ券１枚〉

1月9 日㈯より発売開始

主催：株式会社文苑堂

共催：TR@P 実行委員会

後援：高岡市

販売所
お問い合わせ

● 文苑堂書店（富山県内全店、金沢示野本店、TSUTAYA 金沢店）● 高岡生涯学習センター
● ネット販売 文苑堂専用サイト http://www.bunendo.com/
▼

チケット

文苑堂書店高岡駅前店 TEL:0766-21-0333

出 演 者 プ ロ フィー ル
空野青空

玉樹るい

2014 年度
高岡エリアカノングランプリ

2014 年度
高岡エリアセシルグランプリ

北陸の 蒼い彗星 あおにゃんこと空野青

昨年は高岡エリアセシル、今年は東京エリ

空☆彡。 サイド3 生まれの19歳、北陸を

アのカノン役に就任。普段は、コスプレイ

拠点に全国へ向け出撃中のソロアイドル！

ヤーとしての活動の他、撮影会などのモデ

テレビCMやバラエティー番組など幅広く

ルをやっています！アニメ、漫画が大好き

活動中！
《ミスiD2016審査員賞受賞》
《ガン

で、あみたん娘を通して高岡・富山が元気

プラバトルプロジェクトtype絆

になるお手伝いを楽しみながらやらせて

準優勝》

富山県出身。

いただいてます！

鈴林みてき

東城咲耶子

2015 年度
パフォーマー部門グランプリ

女 優。主 な 作 品 は、舞 台「THE WINDS

2015 年度
キャスト部門グランプリ

声優。主な作品として
「ろんぐらいだぁす！」

OF GOD」、映 画「ライ ア の 祈り」など。

「神様はじめました◎」
「おじゃる丸」など

あみたん娘が登場するスマートフォンゲー

のアニメに出演。他にも、特撮や時代劇な

ムアプリ
「パズル &ドラゴンズ」のプレイヤー

ど幅広く活動しています。趣味は、ロード

である事をきっかけにオーディションに参

バイク、サバイバルゲーム、コスプレ。大

加。パズドラ公式番組への出演も果たす。

好きなコスプレで高岡と関わることができ
て嬉しいです！

青木満理子

蝶良寿々

2015 年度
パフォーマー部門グランプリ

主に舞台女優として活動の場を広げ、恋愛

2014 年度
東京エリアセシルグランプリ

コスプレイヤー。一般企業で働く一方、企業

シミュレーションゲームを舞台化した「舞台

コンパニオン、サブカルや地域振興のイベ

ドリームクラブ」にてナオ役を演じ、コスプ

ント運営や写真提供等を国内外で行う。公

レに興味を持つ。2015年度富山市内ミニ

式作品は現代アーティスト村上隆（五百羅漢

コミ紙「みら〜れ」コラム連載。2016年よ

図 、シックスハ ートプリンセス）、VOCALOID3

り
『少年ハピネス』にてアーティスト活動開

CULほか。海外では雑誌やパビリオンでの

始。富山県出身。

写真掲載、アーティスト作品PRなど。

花森るの

梶礼美菜

2015 年度
キャスト部門グランプリ

2015 年度
パフォーマー部門特別賞

ホテルニューオータニ高岡のブライダル

ぼちぇぴす というユニットで、関東を中

CM曲を手掛ける。地元での経験を活かし、

心にLIVE活動を行っています。担当カラー
は桃色で、アイドルアニメが大好きです！

現在は東京でアーティスト、舞台女優、タレ

秋葉原のフリーペーパー「あきかる」の読

ントとして幅広く活動中。〜アナタのため

者モデルも務めるなど、紙面やイベントで

のウタウタイ〜のキャッチフレーズのもと、

も定期的に活動中 ！ 踊ってみた動画も投

たくさんの人の心に存在していけるシン

稿しています！ 富山県出身。

ガーを目指す。富山県出身。

スペシャルゲスト

2.9 次元アイドル

〈CDアルバム〉

加茂川マコト

イラストの世界から誕生し、現在はアイドルとしてライブ、イベントの他テ
レビ、ラジオなどのメディアにも出演。2013 年 1 月京都でライブデビュー。
京都で単独定期公演を毎月開催し、神戸でも月例イベントがスタート。
FM 京都やラジオ関西などの番組にも出演。2016 年 6 月 12 日にはワン
マン Live が控えている他、ライトノベル化も決定！アイドルファンからアニ
メファン層にまで支持を拡げている。
◆NHK「あまちゃん」キャンペーン京都代表に就任。◆ローソンキャンペーン
アイドル京都代表に就任。◆NHK「恋する地元」キャンペーン京都代表に就任。
加茂川マコト公式ブログ：http://ameblo.jp/kamogawamakoto/

好評発売中！

￥2,160（税込）
01
02
03
04
05
06
07
08

桜色 HolyDream （山本 希望 / エリザベス・マリー）
メビウスの恋 （梶 礼美菜）
The Power of Compassion,The Light of Wisdom （MARIA - E）
不可思議ＬＯＶＥ （渡部 恵美奈）
Tetra ☆Aster （空野 青空 / 玉樹 るい）
初恋七変化 （青木 満理子 / 蝶良 寿）
ワールド コネクト （梶 礼美菜 / 渡部 恵美奈）
Angel Rhythm -AM Scale Mix- （MARIA - E） 他全18トラック

あみたん娘ファーストライブ topics
1部

開演 12:30〜14:10（開場12：00）

2部

開演 15:30〜17:10（開場15：00）

● オープニング

● オープニング

● スペシャルゲスト「加茂川マコトライブ」

● スペシャルゲスト「加茂川マコトライブ」

● これであなたも高岡通？
！「ご当地クイズ大会」

●

●「あみたん娘ファーストライブ」 Aグループ

●「あみたん娘ファーストライブ」 Bグループ

●

新年度就任メンバー紹介

●「大抽選会」

●

あみたん娘と対戦！「コマ大会」
新年度就任メンバー紹介

●「大抽選会」

※内容が一部変更になることがありますが、あらかじめご了承ください。

※あみたん娘公式レイヤーは、８人全員が出演しますが、コスプレ組４人、
キャスト組４人に分かれて１部と２部で入れ替わり、ライブはコスプレ組
メインでの構成となります。

Aグループ

空野青空＆玉樹るい、鈴林みてき＆東城咲耶子

Bグループ

青木満理子＆蝶良寿々、花森るの＆梶礼美菜

※コマ大会への一般参加（８名）は、当日使用する「ちりりん独楽」をご購入
いただいたお客様が対象となります。
（希望者多数の場合は、抽選にて）
※物販タイム（11:00〜12:30、14:00〜15:30、17:00〜18:00）

