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『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』 

1周年記念キャンペーン開催のお知らせ 
 

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 高橋 善之）とKLab株式会社（本

社 東京都港区、代表取締役会長兼社長 真田 哲弥、以下「KLab社」）が共同開発いたしました、

スマートフォン向けリズムアクションゲーム『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』は、本日8月2

8日（火）にリリースから1周年を迎えました。これを記念して『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Liv

e 1st Anniversary』を開催するほか、「東京ゲームショウ2018」に出展し、1周年記念ステージを開

催いたしますことをお知らせいたします。 

1st Anniversaryを記念した新規ブロマイドの登場や様々なキャンペーンを開催します。 

 

 

アプリ内で行われる「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live 1st Anniversary」は、新規URプロマイド

【My Only Prince】が登場する1周年を記念した撮影「1st Anniversary Live -PRINCE-」や、「SR以上確定

アイドル選択撮影チケット」がもらえるスペシャルログインボーナス、最大5日間チャレンジできる「1日1回

無料11枚撮影キャンペーン」など盛りだくさんなキャンペーンを実施いたします。 

新しく追加されたコンテンツや、各種キャンペーンをお楽しみください！ 



1周年を記念した撮影「1st Anniversary Live -PRINCE-」開催！ 
 

 

お姫様のハートを射止めるのは、はたして―― 

ST☆RISHとQUARTET NIGHTによるアニバーサリーライブが開幕！ 

アイドルたちが王子様の衣装を纏い、お姫様であるあなたをエスコート！ 

あなたへの愛を歌で誓う、フルボイスのサイドストーリーは必見です♪ 

 

また、新規URプロマイド【My Only Prince】シリーズはサイン＆コメント付き！ 

プレミアムボードを解放して、サインや特別なコメントをお楽しみください♪ 

 

1st Anniversaryを記念した撮影「1st Anniversary Live -PRINCE-」は様々な撮影方式で開催します！ 

 

開催スケジュールは以下の通りです。 



※「1st Anniversary Live -PRINCE-」ステップアップ撮影の詳細は、アプリ内【お知らせ一覧 > 開催情報 

> 【ステップアップ撮影】「1st Anniversary Live -PRINCE-」スタート！】よりご確認ください。 

※「1st Anniversary Live -PRINCE-」ピックアップ撮影、「1st Anniversary Live -PRINCE-」スペシャル撮

影の詳細は後日ご案内いたします。 

 

 

各種コンテンツを多数追加！ 

 

 

アイドルたちともっともっといっぱいコミュニケーション！ 
ホーム画面でアイドルたちとのコミュニケーションが楽しめるボイスを追加！ 

 

 

★1周年限定ボイス 

8月28日（火） ～ 9月5日（水）13:59の期間限定で 

1周年を祝うアイドルたちのボイスを聞くことができます！ 

 



★コミュニケーションボイス 

それぞれのアイドルにつき13種類のボイスを追加！ 

※親密度ランク210～から順次解放されます。 

 

★ハートリンクボイス 

ハートリンクの4段階目を解放！ 

色んなアイドル同士のブロマイドを編成してライブに挑戦！ 

アイドルたちのお互いに対するコメントを聞いてみましょう！ 

 

1周年を記念してきらびやかなエフェクト付き背景を追加！ 
  

 
華やかに飾られたライブステージ「1st Anniversary」がメダルショップに登場！ 

ホーム画面に設定しているアイドルによって色が変わる「フラワー」エフェクト付き♪ 

プレミアムメダル1枚と交換することができます。 

※「1st Anniversary」は撮影終了後もメダルショップからご購入いただけます。 

 

「DAY DREAM」「NIGHT DREAM」がスペシャル楽曲に登場！ 
8月28日（火） ～ 9月30日（日）23:59の期間限定で、 

スペシャル楽曲に「DAY DREAM」と「NIGHT DREAM」を追加！ 

 

☆DAY DREAM 

  歌：DAY DREAM 

       一十木音也（CV.寺島拓篤），四ノ宮那月（CV.谷山紀章） 

    神宮寺レン（CV.諏訪部順一） ，来栖 翔（CV.下野 紘） 

    寿 嶺二（CV.森久保祥太郎），黒崎蘭丸（CV.鈴木達央） 

 

☆NIGHT DREAM 

  歌：NIGHT DREAM 

        聖川真斗（CV.鈴村健一），一ノ瀬トキヤ（CV.宮野真守） 

    愛島セシル（CV.鳥海浩輔）， 美風 藍（CV.蒼井翔太） 

    カミュ（CV.前野智昭） 



 

1st Anniversaryを記念したキャンペーンが一斉にスタート！ 
 

 

1st Anniversary記念！1日1回無料11枚撮影を実施！ 
期間中最大5日間、1日1回無料で11枚撮影ができます！ 

好きなアイドルのブロマイドをたくさんゲットするチャンス♪ 

 

開催期間 

8月28日（火） ～ 9月25日（火）13:59 

 

提供ブロマイド確率や一覧などの詳細は、 

【1日1回無料11枚撮影 > 入手可能ブロマイド】よりご確認ください。 

 

※1日1回無料11枚撮影は、毎日0:00にリセットされます。 

※1日1回無料11枚撮影を5回行うと、それ以降は表示されなくなります。 

※提供ブロマイドのラインナップは通常撮影と同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「SR以上確定アイドル選択撮影チケット」がもらえるスペシャルログインボー

ナスを実施！ 
 

 

期間中に最大30日間、毎日様々なアイテムをプレゼント！ 

ブロマイドの強化に必要な「ホワイトピース」や「SUB SKILL UP」、 

ボーナス撮影ができる「ボーナスチケット」などのアイテムがもらえます♪ 

 

さらに30日目には、好きなアイドルを選んで撮影できる「SR以上確定アイドル選択チケット」をプレゼン

ト！ 

 

毎日ログインして豪華なアイテムをたくさんGETしよう！ 

 

開催期間 

8月28日（火） ～ 11月1日（木）3:59 

 

※ボーナス撮影の詳細は、アプリ内【お知らせ一覧 > 開催情報 > 【新機能】ボーナスポイント 

を集めて撮影☆「ボーナス撮影」が追加！】よりご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



他にもキャンペーンが盛りだくさん！ 

 

 
 

 

みんなでライブをプレイして報酬をたくさんGET！ 
期間中、全員のライブプレイ総数に応じたイベントミッションが登場！ 

みんなでライブをプレイしてミッションを達成し、報酬をGETしましょう！ 

 

開催期間 

8月28日（火） ～ 9月9日（日）13:59 

 

＜ミッション一覧＞ 

★DAY DREAMを全ユーザーで150万回プレイしよう。…ボーナスチケット1枚 

★NIGHT DREAMを全ユーザーで150万回プレイしよう。…ボーナスチケット1枚 

★楽曲を全ユーザーで200万回プレイしよう。…ボーナスチケット1枚 

★楽曲を全ユーザーで450万回プレイしよう。…ボーナスチケット2枚 

★毎日楽曲を全ユーザーで30万回プレイしよう。…プリズム5個 

 

 

※ミッションはLPが消費される楽曲が対象です。 

チケットを消費してライブをプレイするスコアバトルは対象外となりますので、ご了承ください。 

※ミッション毎に開催期間が異なりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



レッスン、メモリアルボード解放に使用するアイテムをたくさん獲得できる特別

な楽曲が登場！ 

 

 

 

1日1回限定でプレイできる特別な楽曲がスペシャル楽曲に登場！ 

対象楽曲ではアイドルピース、スペシャルピース、SUB SKILL UPのドロップ率が大幅UP！ 

また、属性ピースやEXP UP、SKILL UPは中以上のみがドロップします！ 

この機会にブロマイドを強化するアイテムをたくさんGETしましょう！ 

 

開催期間 

9月6日（木）0:00 ～ 9月11日（火）23:59 

 

＜対象楽曲＞ 

★「RAINBOW☆DREAM」 

★「QUARTET★NIGHT」 

★「Shining☆Romance」 

★「FORCE LIVE」 

 

 

1st Anniversary TwitterRTキャンペーンスタート☆ 
 

 

『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』公式Twitterアカウントにて本日より 

「1st Anniversary TwitterRTキャンペーン」を開催！ 

対象のツイートのRT数に応じて全員にプリズムをプレゼントします♪ 

 

https://twitter.com/shininglive_jp


1万RT突破で全員にプリズムを30個プレゼント！ 
さらに！2万RT突破でプリズム30個追加、3万RT突破するともう30個追加でプレゼント！ 

『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』公式Twitterアカウントをフォローしてぜひご参加ください！ 

 

開催期間 

8月28日（火） ～ 9月27日（木）23:59 

 

※プリズムはキャンペーン期間終了後にまとめて配布いたします。 

 

 

 

1st Anniversaryを記念して4種類のセットを販売！ 
 

 

 

今回のセットで獲得できる「1st Anniv. UR確定撮影チケット」は、特別に 

UR【My Only Prince】を含むラインナップから撮影することができます！ 

 

開催期間 

8月28日（火） ～ 9月30日（日）13:59 

 

＜セット一覧＞ 

★「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live 1st Anniversary」UR確定撮影チケットセット 

★「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live 1st Anniversary」セット 大 

★「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live 1st Anniversary」セット 中 

★「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live 1st Anniversary」セット 小 

 

※「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live 1st Anniversary」セットの詳細は、アプリ内 

 【お知らせ一覧 > 開催情報 > 【ショップ】1st Anniversary記念セット登場！】 

 よりご確認ください。 

 

<< 注意事項 >> 

・記載の内容は予告なく変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/shininglive_jp


「東京ゲームショウ2018」に出展が決定！ 

1周年記念ステージには寺島拓篤さん（一十木音也役）が登

場！ 
 

9月20日（木） ～ 23日（日）まで幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2018」にKLab社の出展が

決定しました。 

アイドルにタッチできる「触ってコミュニケーションコーナー」はもちろん、9月23日（日）にはブース内ステ

ージで「1周年記念ステージ」も開催！ 

 

さらに、ゲストに寺島拓篤さん（一十木音也役）をお迎えして、トークやリズムゲームを行います！お楽し

みに！ 

 

詳細につきましては、公式サイト内のNEWSページをご参照ください。 

 

 

 

 

『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』概要 
タイトル うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live 

対応OS iOS 9.0 以降、Android™ 4.4 以降 
 ※上記条件を満たしている場合でも一部端末ではご利用いただけない場合があります。 

ジャンル リズムアクションゲーム 

プレイ料金 基本プレイ無料アプリ内課金あり 

公式サイト https://www.utapri-shining-live.com/ 

公式Twitterアカウント https://twitter.com/shininglive_jp 

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klab.utapri.shininglive 

 

【ダウンロードURL】 

 

 
https://itunes.apple.com/jp/app/id1186258009 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klab.utapri.shininglive 

 

 

＜『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』に関するお問合せ先＞ 

KLab株式会社（クラブ株式会社） 

E-Mail：utapri-shining-live@support.klab.com 
©早乙女学園 ©KLabGames 

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。 

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。 

※Android、Google Play、Google Playロゴは、Google LLC の商標です。 

※「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。 

※その他、記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。 
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