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新規プロジェクト 
『うたの☆プリンスさまっ♪Shining Masterpiece Show』 

CD 発売及び企画展開催に関するお知らせ 
 

 

株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区、代表取締役社長：森田 知治 以下、ブロッコリー）は、

『うたの☆プリンスさまっ♪』の新規プロジェクト『うたの☆プリンスさまっ♪Shining Masterpiece Show』

の CD 発売と、イベント『うたの☆プリンスさまっ♪Shining Masterpiece Show 企画展』の開催につきま

して、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

◆新規プロジェクト『うたの☆プリンスさまっ♪Shining Masterpiece Show』CD 発売！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 光り輝く名作の世界へ、ようこそ ― 

 

シャイニング事務所のアイドル 11人が、3つの名作「不思議の国のアリス」「三銃士」「赤ずきん」 

に挑みます。オリジナルの要素を加えた、新しい世界をご覧ください。 

 

各 CD には、テーマソングとショーの内容を収録いたします。 

テーマソングは『うたの☆プリンスさまっ♪』シリーズ音楽プロデュースの Elements Garden が手がけ、

ジャケットは『うたの☆プリンスさまっ♪』シリーズ、キャラクターデザイン原案の倉花千夏氏撮りおろし

の新規ビジュアルです！ 

 

第一弾は、「不思議の国のアリス」をモチーフにした「Lost Alice」です。 

 

●Shining Masterpiece Show特設サイト 

http://www.utapri.com/sp/sms/ 

http://www.utapri.com/sp/sms/


 

◇「Lost Alice」 （モチーフ：不思議の国のアリス） 

メインキャスト： 四ノ宮那月（CV.谷山紀章）、寿 嶺二（CV.森久保祥太郎）、 

聖川真斗（CV.鈴村健一）、黒崎蘭丸（CV.鈴木達央） 

発売日： 平成 30年 1月 17日 

 

 

 

 

さよなら、不思議じゃない国よ 

 

～あらすじ～ 

 

優秀な兄に対してコンプレックスを抱いている少年、チャールズ。 

ある日、森の穴に落ちたことで不思議な世界に迷い込んでしまう。 

 

そんな世界で出会ったのは、慌てん坊で時間ばかり気にする白ウサギ、 

おかしなお茶会を繰り広げる帽子屋、 

神出鬼没で自由きままなチェシャ猫、といった不思議な国の住人たち。 

 

彼らと出会ったことでチャールズが見つけた答えとは……。 

 

 

©早乙女学園 Illust.倉花千夏 

 



 続く第二弾、第三弾も鋭意制作中です。ご期待ください！ 

 

◇「トロワ―剣と絆の物語―」 （モチーフ：三銃士） 

メインキャスト： カミュ（CV.前野智昭）、来栖 翔（CV.下野 紘）、美風 藍（CV.蒼井翔太） 

発売日： 平成 30年 2月 7日 

◇「リコリスの森」 （モチーフ：赤ずきん） 

メインキャスト： 一十木音也（CV. CV.寺島拓篤）、一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守）、 

神宮寺レン（CV.諏訪部順一）、愛島セシル（CV.鳥海浩輔） 

発売日：  平成 30年 2月 28日 

 

 

 

◆『うたの☆プリンスさまっ♪Shining Masterpiece Show 企画展』開催決定！ 

東京ドームシティ（文京区後楽 1-3-61）の「Gallery AaMo（ギャラリー アーモ）」にて、イベント 

『うたの☆プリンスさまっ♪Shining Masterpiece Show 企画展』を平成 30 年 2月 23日（金）～ 

4月 15日（日）の期間限定で開催することが決定いたしました！ 

本展は会期が 3つに分かれており、それぞれ展示の内容が各作品に合わせた全く異なるものとなって

おります。会場内には、Shining Masterpiece Show の世界を余すところなく楽しめる展示物や撮影ス

ポットをご用意しており、まさに体験型のイベントです。また、各作品に出演するアイドル達によるボ

イスも聴くことができます。 

その他、イベント限定グッズに加え、本作の衣装をまとった「PRINCE CAT」関連商品も多数取り揃え

ております。 

 どうぞ皆様ご来場の上、光り輝く名作の世界をご堪能ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【開催概要】 

■タイトル：うたの☆プリンスさまっ♪Shining Masterpiece Show 企画展 

 

■日程：平成 30年 2月 23日（金）～4月 15日（日）【50日間】 

※3月 12 日（月）・3月 29日（木） は展示替えのための休館 

 

■時間：平日 15：00～20：00／土日祝日 10：00～20：00 

※日時指定制 ※入場は各入場枠 20分前まで 

 

■場所：東京ドームシティ Gallery AaMo（ギャラリー アーモ） 

    (東京都文京区後楽 1-3-61 東京ドームシティ クリスタルアベニュー沿い) 

 

■展示内容： 

【1期】 

Book.1「Lost Alice」：平成 30年 2月 23日(金)～3月 11日(日) 

メインキャスト：四ノ宮那月、寿 嶺二、聖川真斗、黒崎蘭丸 

 

【2期】 

Book.2「トロワ―剣と絆の物語―」：平成 30年 3月 13日(火)～3月 28日(水) 

メインキャスト：カミュ、来栖 翔、美風 藍 

 

【3期】 

Book.3 「リコリスの森」：平成 30年 3月 30日(金)～4月 15 日(日) 

メインキャスト： 一十木音也、一ノ瀬トキヤ、神宮寺レン、愛島セシル 

 

■チケット： 

【1】プレイボタン付き入場券：5,000円/税込（大人・子供共通） 

※先行販売（1次抽選・2次抽選）限定にて販売 ※日時指定制 ※数量限定 

※プレイボタンにはイヤホンは付属しておりません。 

※プレイボタンのお引換えは、Gallery AaMo 指定場所にて行います。 

※プレイボタンのお引換えは、会期中に限ります。 

※未就学児であっても有料となります。 

※プレイボタン収録内容：メインキャスト録りおろし館内ガイドナレーション、メインキャスト録りおろし

クロストーク、ドラマ CDサウンドトラック（プレイボタンは会期ごとに別のものとなります） 

 

【2】入場券：1,600 円/税込（大人・子供共通／先行販売・一般販売共通） 

※日時指定制 

※当日券の販売については未定となります。決定次第、公式ホームページなどにてお知らせいたします。 

※未就学児無料（単独入場はご遠慮ください） 

 

■チケット発売： 

●【先行販売＜1 次抽選＞】 

チケットぴあ（Web 申込のみ）にて販売 ※チケットの発券は平成 30年 1月 15日(月)から 

 

・1期 Book.1 「Lost Alice」： 

申込期間 平成 29年 11月 13日(月)～11月 19日(日)  

抽選結果 平成 29年 11月 22日(水) 

入金期限 平成 29年 11月 26日(日) 

 

 



・2期 Book.2 「トロワ―剣と絆の物語―」： 

申込期間 平成 29年 11月 20(月)～11月 26 日(日) 

抽選結果 平成 29年 11月 29日(水) 

入金期限 平成 29年 12月 3日(日) 

 

・3期 Book.3 「リコリスの森」： 

申込期間 平成 29年 11月 27日(月)～12月 3日(日) 

抽選結果 平成 29年 12月 6日(水) 

入金期限 平成 29年 12月 10日(日） 

 

●【先行販売＜2次抽選＞】 

チケットぴあ（Web 申込のみ）にて販売 ※チケットの発券は平成 30年 1月 15 日(月)から 

・1～3期分、抽選販売 

申込期間 平成 29年 12月 7日(木)～12月 12日(火) 

抽選結果 平成 29年 12月 15日(金) 

入金期限 平成 29年 12月 18日(月) 

 

●【一般販売＜前売先着販売＞】 

チケットぴあ（Web 申込のみ）にて販売 ※チケットの発券は平成 30年 1月 15 日(月)から 

・1～3期分、先着販売 

販売期間 平成 30年 1月 15日(月)～2月 22日(木) 

 

●【一般販売＜当日販売＞】 

未定となります。決定次第、公式ホームページなどにてお知らせいたします。 

 

■主催：株式会社 東京ドーム 

 

■企画制作：株式会社 読売広告社 

 

■企画協力：ブロッコリー 

 

■URL：https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/exhibition/smsutapri 

 

■企画展お問合せ先： 

●お客様からのお問合せ先： 

東京ドームシティわくわくダイヤル TEL.03-5800-9999 

 

●報道関係の方からのお問合せ先： 

株式会社 東京ドーム PRグループ 佐藤・遠藤・匂坂・北井 

〒112-8575 東京都文京区後楽 1-3-61  TEL.03-3817-6031 / FAX.03-3817-6182 

 

※会期・内容に関しましては、変更になる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
「Gallery AaMo（ギャラリー アーモ）」施設概要 
 
感動を生み出すエンタテインメント性とアートの融合による、“楽しさ”と“ライブ感”を体験で 

 きる大人のための“遊べる”ギャラリー。最先端のアートから、工芸、サブカルチャーまで、様々 
 なジャンルの催事を 1～3ヶ月ごとに入れ替えながら継続的に展開していきます。 
 

所在地： 東京都文京区後楽 1-3-61 東京ドームシティ クリスタルアベニュー沿い 

床面積： 約 830㎡ 

天井高： 約 5ｍ 

U R L ： http://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/ 

 

https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/exhibition/smsutapri


 

今後とも『うたの☆プリンスさまっ♪』のさらなる展開にご注目、ご期待をいただきますよう宜しくお願

い申し上げます。 

※掲載されているロゴまたは画像の二次利用はご遠慮下さい 。 

 

以     上 


