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「うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE シリーズ」 
『QUARTET NIGHT LIKE A GAME』開催決定のお知らせ 

 

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）が企画・制作しておりますコンテンツ「うたの☆プ

リンスさまっ♪」につきまして、株式会社バンダイナムコアミューズメント（本社：東京都港区、代表取締役社長：萩原 仁）主催で

の「うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE シリーズ」に登場するアイドルグループ「QUARTET NIGHT」による CG STAR LIVE

『QUARTET NIGHT LIKE A GAME』の公演を開催いたしますことをお知らせいたします。 

 

◆『QUARTET NIGHT LIKE A GAME』開催決定!! 

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、「うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE

シリーズ」に登場するアイドルグループ「QUARTET NIGHT」による CG STAR LIVE

『QUARTET NIGHT LIKE A GAME』の公演を、IKEBUKURO THEATER(東

京・池袋)と UMEDA THEATER(大阪・梅田)で開催いたします。 

IKEBUKURO THEATERは2021年3月25日(木)から、UMEDA THEATER

は4月1日(木)から公演がスタートし、その後は1週間ごとに池袋・梅田で交互に公

演を行います。公演チケットは3月2日(火)正午12時より、CG STAR LIVE公式サ

イト(https://bandainamco‐am.co.jp/am/vg/cgslive/)より、抽選形式に

て販売いたします。 

また本公演に先駆け、3月15日(月)は東京、3月16日

(火)は大阪の各THEATERで公開ゲネプロを行います。両

日ともに2公演、計4公演開催し、抽選で東京・池袋44名

様×2公演、大阪・梅田54名様×2公演の合計196名様を

ご招待いたします。IKEBUKURO THEATERでの公開ゲネプロのみ、公演後に寿 嶺二役の森久保祥太

郎さんによる「ミニトークショー」を予定しています。 

 
 

◆「QUARTET NIGHT」の４人が贈る、プレミアムなオリジナルプログラム 

『QUARTET NIGHT LIKE A GAME』は、アイドルたちが二人一組のチームに分かれて、ゲームを行う「ゲームパート」と、歌とダン

スで魅せる「ライブパート」の二部構成です。「ゲームパート」では、公演ごとにゲームが変化。また、アイドルたちが挑戦するゲーム内容

は、公演に参加したお客さまのペンライトによる赤・青の投票で決まります。チーム分けやゲーム内容によってガラッと変わる、ステージ上

のアイドルたちの雰囲気にご注目ください。 

https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/cgslive/


 

「ライブパート」のお楽しみとして、公演中のどこかに「撮影タイム」をご用意しています。この時間のみ、ステージに立つアイドルの姿を、

お客さまのスマートフォン等のカメラで撮影することができます。「撮影タイム」で撮ったアイドルたちの写真は、イベントに参加した想い出と

してお持ち帰りいただけると共にSNSへ投稿していただくことも可能です。 

CG STAR LIVEの会場は、お客さまとアイドルたちの距離が近いことが特徴です。 

普段はなかなか見ることができないアイドルたちの姿とそのパフォーマンスを、間近に感じてください。 

 

◆QUARTET NIGHTのメンバーより『QUARTET NIGHT LIKE A GAME』開催についてメッセージ  

寿 嶺二: ここだけの思い出を作ってもらいたいな。マイガールもマイボーイも最高に楽しもう♪ 

黒崎蘭丸: イベントを成功させる鍵はおまえらの力だ。心のまま、盛り上がっていこうぜ！ 

美風 藍: 普段とは違う姿も見せられるかもしれない。みんなに喜んでもらえるように頑張るよ。 

カミュ: お嬢様に極上の喜びをプレゼント致します。決して目を離してはいけませんよ。 

 

 

 

3月25日(木)からの公演開始に先駆けて公開ゲネプロを3月15日(月)にIKEBUKURO THEATER、 

3月16日(火)にUMEDA THEATERにてそれぞれ開催いたします。 

一般のお客さまを対象にした無料イベントとなり、合計196名様を抽選にてご招待いたします。 

 

■公演日と会場:2021年3月15日(月) IKEBUKURO THEATER(東京・池袋) 

第1公演:17時30分開演 

第2公演:20時15分開演 

 

2021年3月16日(火) UMEDA THEATER(大阪・梅田) 

第1公演:16時15分開演 

第2公演:17時45分開演 

 

■出演者:「QUARTET NIGHT」 寿 嶺二、黒崎蘭丸、美風 藍、カミュ 

■抽選受付開始日:2021年3月2日(火)12時 

■抽選受付終了日:2021年3月5日(金)23時59分 

■当選結果ご案内:2021年3月10日(水) 

■チケット発券期間:2021年3月10日(水)12時～3月15日(月)23時59分 

開演時間・発券期間を過ぎますとキャンセル扱いになります。ご注意ください。 

 

 IKEBUKURO THEATERでの公開ゲネプロのみ、公演後に寿 嶺二役の森久保祥太郎さんによる「ミニトークショー」を 

予定しています。 

 

＜お客様へのご案内＞ 

・風邪の症状や37.5°C以上の発熱があり、強いだるさ(倦怠感)や、 

息苦しさ(呼吸困難)があるお客様につきましては、ご入場をお断り申し上げます。 

・会場内ではご参加されるすべての皆様にマスクの着用をお願いいたします。 

※公開ゲネプロではオリジナルノベルティの配布はございません。 

 

■チケット購入方法やご注意事項などの詳細は、CG STAR LIVE公式サイトをご確認ください。 

https://bandainamco‐am.co.jp/am/vg/cgslive/ 

 

＜IKEBUKURO THEATERに当選されたお客さまへのご案内＞ 

当日は報道関係者の取材を予定しています。媒体の写真や映像に映り込む可能性がございますので、あらかじめご了承ください。 

3 月 15 日(月)「IKEBUKURO THEATER」 
3 月 16 日(火)「UMEDA THEATER」にて 

公開ゲネプロ開催決定! 

 

https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/cgslive/


 

 
＜公演概要＞ 

公演名  :『QUARTET NIGHT LIKE A GAME』  

開催日時  :◆IKEBUKURO THEATER (東京・池袋) 

第一期 2021年3月25日(木)～5月23日(日) 

 

◆UMEDA THEATER(大阪・梅田） 

第一期 2021年4月1日(木)～5月30日(日) 
 

※第二期のスケジュールは、後日発表いたします。 

※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 

＜チケット販売スケジュール＞ 

 ■第一期公演分 

 2021年3月2日(火)12:00～ IKEBUKURO THEATER・UMEDA THEATERチケット抽選販売開始 

 2021年3月10日(水)23:59 IKEBUKURO THEATER・UMEDA THEATERチケット抽選応募期間終了 

 2021年3月16日(火)  チケット当選者発表 

 2021年3月24日(水)  チケット当選者入金締切 

 

 

＜チケット価格＞ 

チケット価格:指定アリーナ席 30席 5,000円(税込) ※ノベルティ付き  

指定立見席  24席 4,800円(税込) ※ノベルティ付き 

※チケットは、抽選販売形式です。お一人様、1公演につき2枚まで申し込み可。 

※IKEBUKURO THEATER・UMEDA THEATERともに同額のチケットとなります。 

※IKEBUKURO THEATERは「施設入園料」込みの価格です。 

 

 

 ●オリジナルノベルティ 

 『QUARTET NIGHT LIKE A GAME』公演にご参加いただいたお客さまには、 

チケット1枚につき、オリジナルノベルティを1枚プレゼントいたします。(ランダム配布/全4種） 

詳細は後日発表いたします。 

※絵柄はお選びいただけません。 

※公開ゲネプロではオリジナルノベルティの配布はございません。 

 

 

◆『QUARTET NIGHT LIKE A GAME』オリジナルグッズも展開   
IKEBUKURO THEATERでは、3月25日(木)よりNAMJATOWN Hugood!街区内のHugood!SHOPにて、UMEDA 

THEATERでは、4月1日(木)よりHugood! from NAMJATOWN施設内のHugood!SHOPにて、オリジナルグッズを販売いたし
ます。 
オリジナルグッズの詳細は後日発表いたします。 
 

※IKEBUKURO THEATERでは、公演当日のチケットをお持ちでない方でSHOPのみご利用を希望されるお客様は、 

別途、施設入園料800円が必要となります。あらかじめご了承ください。 

※感染予防対策のため、ノベルティおよびオリジナルグッズ等のトレーディング行為は禁止いたします。 

 

 

◆ムービック通販にてオリジナルグッズの通信販売を実施  

株式会社ムービックにてオリジナルグッズの通信販売を実施いたします。 
詳細は後日発表いたします。 
 

 

◆ファンレター受付  

CG STAR LIVE公演期間中、QUARTET NIGHTのメンバーに宛てたファンレターを、各THEATERにて受け付けます。 



 

お客さまよりお預かりしたファンレターは責任をもって、シャイニング事務所までお届けいたします。 
※お手紙以外のプレゼント等のお預かりは行いません。あらかじめご了承ください。 
 

 

【CG STAR LIVEとは？】 

ここは「会いたい」が叶う場所 

目の前の「ステージ」に憧れのアイドルたちが登場しダンスやトークを披露いたします。等身大のアイドルたちがステージに立ち、歌い、
踊る姿は、きっと、生き生きとして見えるでしょう。もちろん、あなたが送る熱い視線や声援は、”大好きなあの人“にちゃんと届いていま
す。あなたの声に、想いに、”大好きなあの人“が応えてくれます。 

 
 

 

＜お知らせ＞ 

CG STAR LIVE 新型コロナウイルス感染予防対策について 

＜運営方法の変更点とお客様へのお願い＞ 

◆CG STAR LIVE専用ペンライトの貸出を中止しております。 

お客様ご本人のペンライトはこれまで通りお持ち込みいただけます。 

◆1公演あたりの収容人数を140名から54名に減少し、全席指定とすることでソーシャルディスタンスの確保をいたします。 

◆風邪の症状や37.5°C以上の発熱があり、強いだるさ(倦怠感)や 

息苦しさ(呼吸困難)があるお客様につきましては、ご入場をお断り申し上げます。 

◆新型コロナウイルス感染症の要請と判明した者との濃厚接触がある方、 

同居家族や身近な知人の感染が疑われる方、過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への渡航、 

並びに当該国・地域の在住者との濃厚接触がある方もご来場をお控えください。 

◆未就学児の方の入場をご遠慮いただいております。 

◆THEATER入り口にて、お一人ずつ手指のアルコール消毒のご協力をお願いいたします。 

◆会場内では、ご参加されるすべての皆様にマスクの着用をお願いいたします。 

◆飛沫感染防止のため、公演中は声をあげての声援をご遠慮いただければ幸いです。 

◆お客様の密集防止のため、ソーシャルディスタンスの確保にご協力をいただいております。 

◆感染予防対策のため、ノベルティおよびオリジナルグッズ等のトレーディング行為は禁止いたします。 

◆各公演終了後、会場の換気を実施いたします。 

両施設とも十分な換気機能がございますが、公演終了後にもすべての扉を解放し、物理的換気を実施いたします。 

◆各公演終了後、指定アリーナ席の座席をアルコール清掃いたします。 

 椅子は、肌に触れる可能性がある為、すべての椅子についてアルコール清掃を実施いたします。 

◆劇場および映画館における感染防止対策ガイドラインを遵守いたします。 

◆新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、公演を中止させていただく場合がございます。 

最新情報については、CG STAR LIVE公式サイト、CG STAR LIVE公式Twitter、開催施設サイトをご確認ください。 

 

著作権表記:©UTA☆PRI‐MOVIE PROJECT 
※ご掲載の際は必ず著作権表記をご記載いただけますよう、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

アクセス 

UMEDA THEATER 

(大阪・梅田） 

Hugood! from NAMJATOWN施設内「UMEDA THEATER」 

(〒530‐0017 大阪市北区角田町5‐15 HEP FIVE9階) 

JR大阪駅 徒歩4分 

大阪梅田駅 徒歩3分 

※お車でお越しの際は、お近くの駐車場をご利用ください。 

マップ https://goo.gl/maps/bzvUCY4WfjSJtd9u6 

 

なお、同店を含む施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。 

詳しくはホームページ(https://bandainamco‐am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html)をご覧ください。 

※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 ※画像はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

アクセス 

IKEBUKURO THEATER 

 (東京・池袋) 

NAMJATOWN Hugood!街区内 「IKEBUKURO THEATER」 

(〒170‐0013 豊島区東池袋3‐1‐3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル3F) 

JR池袋駅 徒歩8分 

東池袋駅 徒歩3分 

※お車でお越しの際は、サンシャイン駐車場(有料)をご利用ください。 

マップ https://goo.gl/maps/TEY7vpEmHnp7jw6TA 

https://goo.gl/maps/bzvUCY4WfjSJtd9u6
https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html
https://goo.gl/maps/TEY7vpEmHnp7jw6TA


 

【お客さまお問い合わせ先】 https://bandainamco‐am.force.com/FAQ/s/ 【公式サイト】 https://bandainamco‐am.co.jp 

【本件に関する報道関係者お問い合わせ先】   

*テレワーク実施中につき、お問い合わせは以下フォームよりお願いいたします。 

株式会社バンダイナムコアミューズメント 報道窓口 https://bandainamco-am.co.jp/form/press.php 

 

以 上 

https://bandainamco-am.force.com/FAQ/s/
https://bandainamco-am.co.jp/
https://bandainamco-am.co.jp/form/press.php

