夢ライブシリーズの歴史

2018 年 8/12～夏だ!久留米だ!お芝居だ!～から

2011 年
夢ライブ

FUKUOKA 2011＆東北支援フリーマーケット

～私たちにできる、西からの応援歌～
【会場】大博多ホール
【公演日程】2011 年 6 月 5 日(日)
13:00 開場 東北支援フリーマーケット 14:00 開演
【料金】一般(全席自由席) 前売り 2,500 円 当日 3,000 円
高校生以下(全席自由席) 前売り 1,500 円 当日 2,000 円
【出演】QunQun 青春女子学園 Rev.from DVL 保坂朱乃ちゃん Ida Ida mini
【主催製作】夢ライブ Fukuoka 実行委員会 事務局 092-271-1270
【協力】JTB 九州/アクティブハカタ/ノーメイク/エレガントプロモーション
ITR entertainment
東北地方太平洋沖地震の被害に遭われた皆様に対し、謹んでお見舞い申しあげます。
私たちは、福岡で、将来のアイドルを目指して活動しているグループです。
この度、
「私たちにできること」をテーマに、ライブを開催します。少しでも皆様のお役に立て
ればと考えています。どうか、応援をよろしくお願いいたします。

2012 年
夢 ラ イ ブ Fukuoka 実 行 委 員 会 主 催 第 2 回 「 博 多 ど ん た く 夢 ラ イ ブ !
地元アイドル大集合!どんたく祭りで盛り上がる博多の町でまっとうよ!」
【会場】キャナルシティ劇場
【公演日程】2012 年 5 月 4 日(祝・金)
17:00 開場(東北支援フリーマーケット) 18:00 開演(夢ライブ) ◎上演時間 約 2 時間
【料金】[一般] 前売 2,500 円(当日 3,000 円)
[高校生以下]前売 1,500 円(当日 2,000 円)
【出演】Rev.from DVL、QunQun、保坂朱乃、Ida、Ida mini、BASE BALL☆GIRLS
【主催】夢ライブ Fukuoka 実行委員会
【参加団体】アクティブハカタ、エレガントプロモーション、ITR entertainment、
Two sevens Entertainment
【協力団体】JTB 九州コミュニケーション事業部
【問合せ】夢ライブ Fukuoka 実行委員会 092-271-1270
福岡のアイドルグループがキャナルシティ劇場に集結!!
夢ライブ Fukuoka 実行委員会では、福岡のエンターテインメント発展のため、また、未来の
スターを応援するため、様々な活動を行なっております。
昨年の 6 月には、夢ライブ第１弾を開催させて頂きました！
そして、今年も待望の第２弾がキャナルシティ劇場にて開催されます！
福岡のタレントプロダクションから集まったアイドルグループがこの日、キャナルシティ劇場
に集結！そして、今年は、新しいグループも参加予定！
また、ライブの前には東北支援フリーマーケットも行ないます。
5 月 4 日(祝・金)、キャナルシティ劇場にて皆様のお越しをお待ちしております！

2013 年
ひな祭りだよ夢ライブ 2013
【会場】キャナルシティ劇場
【公演日程】2013 年 3 月 3 日(日) 16：00 開演
【料金】一般前売 2,500 円一般当日 3,000 円
高校生以下前売 1,500 円高校生以下当日 2,000 円 (全席自由/税込)
【出演】Qun Qun、BASEBALL☆GIRLS、BASEBALL☆CHEERLEADERS、HR
保坂朱乃、I'S9、puty、青 SHUN 学園、Rev.from DVL、D-little、WHY@DOLL 他
【主催・制作】夢ライブ Fukuoka 実行委員会
【お問合せ】夢ライブ Fukuoka 実行委員会 092-271-1270

アイドルがキャナルシティ劇場に大集合！
未来のスターを応援するため、様々な活動を行っている夢ライブ Fukuoka 実行委員会。
今回は「ひな祭りだよ夢ライブ」として福岡のタレントプロダクションから集まった
アイドルやアーティストがキャナルシティ劇場に大集合です。

2017 年
DIAMOND ♡ ANGELS

DIAMOND

DREAM

FES

2017

【会場】久留米シティプラザ ザ・グランドホール
【公演日程】2017 年 8 月 12 日(土) 開場 13:30／開演 14:00 終演予定 18:30
※グッズ販売終了 20:30 予定）
【料金】全席指定 3,000 円
女性・小中学生券 1,000 円（当日窓口にて座席指定・交換時要学生証）（税込）
【出演】IsTaR / ITR セレクション（実玖）/QunQun/白金アイドル塾/福岡オトメ歌劇団
Smile/えくれあエクレット/LYRA(リラ)/ MilkShake（ミルクセーキ）
S☆UTHERN CROSS / Cherish/くるーず~CRUiSE! / NEO☆学院
ふくおか官兵衛 Girls / パピマシェ / パピロジェ / Niimo
【お芝居出演者】愛理(ITR セレクション)/永尾 花菜子・宮本 亜美(QunQun) /あおい・ゆあ
(白金アイドル塾) あいら・野見山莉那（福岡オトメ歌劇団）/石松 優花（Smile）/成瀬 愛美
(えくれあエクレット) /白季知花・森千咲穂（LYRA(リラ)/tomo（S☆UTHERN CROSS）/
青井 海優(くるーず~CRUiSE!）/永瀬 葵・山野 一姫( NEO☆学院)/森咲 知子（パピマシェ）
ゲスト：中川どっぺる（メガモッツ）
【主催】夢ライブ実行委員会
【実行委員会】アクティブハカタ／ITR entertainment／エレガントプロモーション／Clap／
Sound Ｒ・Ｅ・Ｃ/Linda Linda／スターゲートプロモーション／NST／オフィスアーツ／
twelve／ビートエージェンシー
【共催】ピクニック
【特別協力】ローソンＨＭＶエンタテインメント
【お問合せ】ピクニック チケットセンター 050-3539-8330
夏だ！久留米だ！全員集合！！九州のアイドルたちによる、歌とお芝居の夢ライブ！
「たくさんの人たちに元気を届けたい。でも他のグループには負けない。」互いを意識しなが
らも、切磋琢磨する九州のアイドルたち。そんな彼女たちが一斉に集い、歌はもちろん、初め
ての合同お芝居で、「元気な翼」を広げます。輝きを秘めるダイヤモンドは、色々な人の手を
渡りながら、虹色の輝きをまといます。この「夏合宿」のようなお祭りに、是非彼女たちを応
援に来てください！！

2018 年
DIAMOND ♡ ANGELS

夢ライブ 2018

【会場】スカラエスパシオ
【公演日程】2018 年 5 月 5 日(土) 開場 14:30／開演 15:00
【料金】写真撮影券 前売 4,000 円 当日 4,500 円 女性・小中学生券 2,500 円（税込）
※エリア指定・指定時間のみ撮影・動画 NG
一般 前売 3,000 円

当日 3,500 円

女性・小中学生券 1,500 円（税込）

※エリア指定外全席自由
※会場の出入りに入場券が必要ですので、最後までお手元にお持ちください。
【ライブ出演ユニット】IsTaR 九州女子翼 QunQun Smile トキヲイキル パピマシ
LYRA（50 音順）
【芝居概要】同期デビューの姉妹アイドル。可憐で清楚を売りの「White Girls」とパワフルな
ダンスと情熱的な表現の「RED ROSE」。現在はグルメレポをメインに主にバラエティの担
当の「White Girls」に野外イベント出演のオーディションの話が舞い込むが・・
White Girls

みふゆ/大庭 彩歌(トキヲイキル) まひろ/ 一宮 萌華(QunQun)

くらら/森咲 知子(パピマシェ) あやの/藤松 宙愛(トキヲイキル) ゆき/森 千咲穂(LYRA)
まお/佐々木 瑳陽(Smile)
RED ROSE

リズ/桃咲 まゆ(トキヲイキル) レミ/白季 知花(LYRA) マーサ/岩本 琴音(ト

キヲイキル) カノン/近藤 李砂(IsTSR) エレナ/山岡 由佳(QunQun)
レイラ/樽見 なずな(QunQun)
ゲスト：中川どっぺる（メガモッツ）
【主催】夢ライブ実行委員会
【制作協力】ピクニック / アクティブハカタ
【特別協力】ローソンＨＭＶエンタテインメント
【お問合せ】ピクニック チケットセンター 050-3539-8330(平日 11:00～17:00)
九州のアイドルたちによる、ライブと芝居の融合エンタテインメント!! 第二弾
ムダな経験はない、諦めなければ道は拓ける。わたしたちはまだ「限界」なんかじゃない。
日々、アイドルとして切磋琢磨している九州のダイヤモンドエンジェルたち。そんな彼女たち
が再び一同に集い、ライブと芝居の「元気な翼」を広げます。輝きを秘めるダイヤたちは、研
磨(経験)をかさね、人の目にふれながら、虹色の光をはなちます。

夢ライブシリーズ 2018 特別編

LYRA & Friends Special Stage

【会場】電気ビル みらいホール
【公演日程】8 月 12 日(日) 16 時 00 分開演 終演予定 18:00
※グッズ販売終了 19:30 予定
【出演】LYRA
ゲスト QunQun / 九州女子翼/ 山口まりの(2016 年歌唱王福岡大会グランプリ受賞者)
【料金】全席自由 前売り￥2,000 (当日￥2,500) （税込）※上演中撮影タイムあり
※当日の入場はチケットに印字されている整理番号順の入場となります。
【企画制作・主催】アクティブハカタ/ピクニック
【共催】電気ビルみらいホール
【お問合せ】ピクニック チケットセンター 050-3539-8330(平日 11:00～17:00)
今は小さい光だけど、世界は変えられる!

福岡のライブ女子の進化を見よ!!

2017 年 8 月 12 日。九州中のアイドルグループ 17 チーム 127 名が一堂にそろい、歌とお
芝居の LIVE を 4 時間 30 分にわたり繰り広げた。各グループから選抜された芝居出演者 16
名は約 1 ケ月の稽古を行い、初めての経験の中、緊張の本番を見事にやり遂げた。その舞台で
初お披露目を行ったのが 3 人組ユニット"LYRA" 。現役の中・高校生たちだ。今回は彼女たち
を中心に福岡で活躍する他のグループやアーティストとお芝居なども含めた特別なステージを
展開する。1th Anniversary 「LYRA ライブ VOL 10」～LYRA ファースト CD 発売記念
LIVE～

2019 年予定
どこにでもあるけど、どこにもない! 福岡ライブ女子の新たな冒険!!

夢ライブ シリーズ 2019

冒

険

舞台「美少女 戦国武芸隊(仮)」とコンサートで綴るライブ女子によるステージ
出演
山岡 由佳/永尾 花菜子/田野 江莉香/結城 はなか/樽見 なずな/真鍋 愛詩/丸山 あさみ/
宮本 亜美/一宮 萌華/高浪 さくら/石川 佳子/佐藤 希/渋谷 真美/星名 花音/山田 みあ
(以上 QunQun)

詩絵里/実玖/山本 愛理/鈴川 瑠菜/新谷 香苗(以上 九州女子翼)

白季 知花/森 千咲穂/安珠実(以上 LYRA)
総合演出= 伊集院 晃生

コント作・演出= (調整打診中)

キャスティングマネージャー= 吉田 格

山口 まりの

芝居台本= 橘つばさ

他

振付= 松田利絵/te2

ステージマネージャー= 井出昭雄

2019 年 1/11(金)１２(土)電気ビルみらいホールにて

