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『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』 
春の大型アップデート及びキャンペーンのお知らせ 

 

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

表取締役社長 森田 英克）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4 月 23 日（木）春の大型アップデートを実施いたしました。新しく追加されたキャンペーンや新

機能をお楽しみください！ 

 

 

 

 

春の大型アップデート&キャンペーンの詳細の他、毎日の会話を彩る『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』の

LINE クリエイターズスタンプ発売についてもお知らせいたします。 

 

 

 

「春の大型アップデート 2020＆キャンペーン」概要 

 

 



春の大型アップデート 2020 記念 ステップアップ撮影を開始！   

 

今回の撮影は 11 枚撮影で、ステップアップ 5 回目は UR【雪月花】が 1 枚以上確定！ 

※6 回目以降は一定のブロマイド出現率になります。 

 

■開催期間 

 4 月 23 日（木）～ 5 月 12 日（火）13:59 

 

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】「春の大型アップデート 2020 記念 ステッ

プアップ撮影」スタート！】よりご確認ください。 

 

 

 

春の大型アップデートを記念して「1 日 1 回無料 11 枚撮影」&「記念セットの販

売」スタート！ 

 

 



◆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 

 4 月 23 日（木）～ 5 月 23 日（土）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。 

 

 

◆アップデートを記念した各種セットを販売開始！ 

春の大型アップデート 2020 を記念してお得なセットがショップに登場！ 

 

＜セット一覧＞ 

★ 春の大型アップデート 2020 記念セット 大 

★ 春の大型アップデート 2020 記念セット 中 

★ 春の大型アップデート 2020 記念セット 小 

 

■販売期間 

 4 日 23 月（木）～ 5 月 23 日（土）13:59 

 

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】春の大型アップデート 2020 記念セットが登場！】よ

りご確認ください。 

 

 

春の大型アップデート 2020 にて様々な機能を追加！ 

◆「コンビ画面」&「掛け合いボイス」を実装！ 

 

アイドルを 2 人並べられる「コンビ画面」が登場！2 人をお揃いの衣装にしたり、背景を変更してシチュエーションを工

夫したり、様々な組み合わせをお楽しみいただけます。 

また、組み合わせによって変わる全 110 種の「掛け合いボイス」も実装されています。 

 

そしてカメラモードでもアイドル 2 人と撮影できるようになります。一緒に賑やかな写真を撮って楽しみましょう！ 

 

 



◆人気投票 1 位のイベントストーリーにフルボイス版を追加！ 

 

 

「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live 2nd Anniversary」特設サイトで開催したイベントストーリー人気投票キャンペーン

にて 1 位を獲得したイベントストーリー11 本のフルボイス版を順次実装いたします。 

 

 

※第 1 弾のフルボイス版は 5 月リリース予定です。追加日時については後日改めてお知らせいたします。 

 

 

その他にも「ハートリンクの 5 段階目を追加」や「ライブ設定に『演出クオリティ』追加」など様々な機能を追加し、更に遊

びやすくなった『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』をぜひお楽しみください！ 

 

 

撮影やイベントのビジュアルが LINE クリエイターズスタンプになって登場！ 

 

『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』の LINE クリエイターズスタンプが本日よりリリース！ 

毎日の会話に使いやすい全 40 種のスタンプをぜひご活用ください。 

 

 

 



春の大型アップデート 2020 記念 TwitterRT キャンペーン開催中！ 

 

 

『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』公式 Twitter アカウントにて「春の大型アップデート 2020 記念 TwitterRT キャン

ペーン」を開催！ 

 キャンペーン期間終了後、達成した RT 数に応じて最大 30 個のプリズムをプレゼントします。 

 

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

 

■開催期間 

 4 月 20 日（月）12:00 ～ 4 月 26 日（日）13:59 

 

<< 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。 

※「撮影」とはゲーム内アイテム「ブロマイド」がランダムで入手できるシステムの呼称です。 

 

『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 

配信開始日  2017 年 8 月 28 日 

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 @shininglive_jp 

著作権表記  ©早乙女学園 ©KLabGames 

 

《本件に関するお問い合わせ先》 

KLab 株式会社（クラブ株式会社） E-MAIL utapri-shining-live@support.klab.com 

 
※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。 

※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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