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「うたの☆プリンスさまっ♪」 

コスメブランド「Metamorphose」イベント開催のお知らせ 
 

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）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♪」より、コスメブランド「Metamorphose」のイベント開催につき

ましてお知らせいたします。 

 

◆「Metamorphose」スペシャルイベントが開催決定！ 

 

 

 

「うたの☆プリンスさまっ♪」より 2021年 4月 1日のエイプリルフールにて発表されたコスメブランド

「Metamorphose」のイベントが開催決定！ 

「Metamorphose」コスメやビジュアルを使用したグッズが渋谷モディ、有楽町マルイ、マルイシティ横浜、 

町田マルイ、丸井錦糸町店、神戸マルイ、ELM、博多マルイにて販売されます。 

また、渋谷モディ 7階では、「Metamorphose」コラボレーションメニューが登場！  

アイドルたちをイメージしたオリジナルフードとカフェ限定特典が提供されます。 

イベント・各コスメやアイテムの詳細情報については下記特設サイトをご覧ください。 

 

「Metamorphose」特設サイト https://www.utapri.com/sp/metamorphose/ 

https://www.utapri.com/sp/metamorphose/


「Metamorphose」とは 

「変身」「変化」を「色」で鮮やかに —— 

をコンセプトにしたコスメブランド。 

 

全ての人々に可能性という名の 

美しさを提供し続けます。 

 

 

 販売商品  ※開催店舗での販売商品より一部をご紹介 

 

・うたの☆プリンスさまっ♪ Metamorphose アイシャドウ 

  

  

3 つのカラーでいつもと違う自分に出会えるアイシャドウパレット 

 

販売区分：イベント・通販限定 

種類数 ：全 11 種 

      一十木音也   - Brilliant Sun／Dark Gray／Milky Beige 

聖川真斗    - Holy Snow／Dark Gray／Prism Silver 

四ノ宮那月   - Honey Moon／Rich Olive／Milky Beige 

一ノ瀬トキヤ - Secret Plum／Dark Gray／Champagne Gold 

神宮寺レン   - Love Flame／Bitter Brown／Milky Beige 

来栖 翔     - Sweet Spring／Rich Olive／Prism Silver 

愛島セシル  - Peaceful Leaf／Bitter Brown／Champagne Gold 

寿 嶺二     - Ever Forest／Rich Olive／Champagne Gold 

黒崎蘭丸     - Rusty Garnet／Bitter Brown／Prism Silver 

美風 藍      - Elegant Mauve／Modern Navy／Milky Beige 

カミュ      - Frozen Aqua／Modern Navy／Champagne Gold 

価格   ：各 3,300 円(税込) 

仕様   ：商品サイズ - 約縦 88mm×横 93mm×厚さ 10mm 

     カラー3 色入り、チップ 1 個入り                                                                                                                                                              

購入特典：手書きコメント入り(プリント)ビジュアルカード 

 



・うたの☆プリンスさまっ♪ Metamorphose リップスティック 

 

つややかな質感で唇を華やかに彩るリップスティック 

 

販売区分：イベント・通販限定 

種類数 ：全 3 種 

     Melty Red、Nude Pink、Juicy Orange 

価格   ：各 2,200 円(税込) 

仕様   ：商品サイズ - 約直径 21 mm×高さ 70mm 

購入特典：ビジュアルカード ※アイドルのコメントは入りません。 

 

 

・うたの☆プリンスさまっ♪ Metamorphose ネイルカラー 

 

カラフルな指先からときめきが溢れるネイルカラー 

 

販売区分：イベント・通販限定 

種類数 ：全 11 種 

     01．「一十木音也」Brilliant Sun、02．「聖川真斗」Holy Snow、 

03．「四ノ宮那月」Honey Moon、04．「一ノ瀬トキヤ」Secret Plum、 

05．「神宮寺レン」Love Flame、06．「来栖 翔」Sweet Spring、 

07．「愛島セシル」Peaceful Leaf、08．「寿 嶺二」Ever Forest、 

09．「黒崎蘭丸」Rusty Garnet、10．「美風 藍」Elegant Mauve、 

11．「カミュ」Frozen Aqua 

価格   ：各 1,100 円(税込) 

仕様   ：商品サイズ - 約縦 80 mm×横 28 mm×厚さ 28mm 

 

※ご使用上の注意や各成分についての詳細は、特設サイト内の商品ページをご覧ください。 

 

https://www.utapri.com/sp/metamorphose/


・うたの☆プリンスさまっ♪ トレーディングスクエア缶バッジ Metamorphose Idol Ver. 

 

販売区分：イベント・通販限定 

種類数 ：全 11 種よりランダムで 1 種 

価格   ：440 円(税込) 

仕様   ：商品サイズ - 約縦 53 mm×横 53mm 

 

※製品の特性上、表面に傷や凹みがつく場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

・うたの☆プリンスさまっ♪ トレーディングスクエア缶バッジ Metamorphose Ver. 

 

販売区分：イベント・通販限定 

種類数 ：全 11 種よりランダムで 1 種 

価格   ：440 円(税込) 

仕様   ：商品サイズ - 約縦 53 mm×横 53mm 

 

※製品の特性上、表面に傷や凹みがつく場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 



・うたの☆プリンスさまっ♪ Metamorphose バニティポーチ 

 

販売区分：イベント・通販限定 

種類数 ：全 11 種 

        「一十木音也」「聖川真斗」「四ノ宮那月」「一ノ瀬トキヤ」「神宮寺レン」「来栖 翔」 

「愛島セシル」「寿 嶺二」「黒崎蘭丸」「美風 藍」「カミュ」 

価格   ：各 3,300 円(税込) 

仕様   ：商品サイズ - 約縦 130mm×横 200mm×高さ 105mm 

メイクブラシポケット 3 個、内ポケット 1 個付 

 

 

・うたの☆プリンスさまっ♪ Metamorphose トレーディングチェンジングカード 

 

販売区分：イベント・通販限定 

種類数 ：全 11 種よりランダムで 1 種 

価格   ：495 円(税込) 

仕様   ：商品サイズ - 約縦 148 mm×横 100mm 

BOX 入り数：1BOX12 パック入り 

 

※角度によって絵柄が変わるレンチキュラー仕様。 

１枚のカードで『Metamorphose Idol Ver.』と『Metamorphose Ver.』の 2 種類のイラストが楽しめます。 

 



・うたの☆プリンスさまっ♪ Metamorphose ゼリーセット 

 
販売区分：イベント 

種類数 ：全 1 種 

価格   ：1,100 円(税込) 

仕様   ：商品サイズ - 縦 100 mm×横 185 mm×高さ 52mm 

内容    - りんごゼリー2 個、イラストカード(縦 127×横 89mm)1 枚入り 

原材料に含まれるアレルギー物質＜28 品目中＞ - りんご 

                                                                       

※イラストカードは、Metamorphose Ver.集合は全 4種、Metamorphose Idol Ver.は全 4 種よりランダムで 1 枚封入 

 

 

・うたの☆プリンスさまっ♪ ふせんセット Metamorphose Ver. 

 

販売区分：イベント 

種類数 ：全 11 種 

        「一十木音也」「聖川真斗」「四ノ宮那月」「一ノ瀬トキヤ」「神宮寺レン」「来栖 翔」 

「愛島セシル」「寿 嶺二」「黒崎蘭丸」「美風 藍」「カミュ」 

価格   ：各 660 円(税込) 

仕様   ：商品サイズ - ［台紙］約縦 198 mm×横 123 mm（見開き） 

            ［ふせんサイズ］約縦 68×20 ㎜／20 枚綴り／5 種類 

 

 

 



・うたの☆プリンスさまっ♪ Metamorphose ヘアブラシ 

 
販売区分：イベント 

種類数 ：全 11 種 

        「一十木音也」「聖川真斗」「四ノ宮那月」「一ノ瀬トキヤ」「神宮寺レン」「来栖 翔」 

「愛島セシル」「寿 嶺二」「黒崎蘭丸」「美風 藍」「カミュ」 

価格   ：各 1,430 円(税込) 

仕様   ：商品サイズ - 約縦 220 mm×横 70 mm×厚さ 30mm 

 

※各商品は 2021 年 10 月 2日(土)発売。各開催店舗でのイベント開始日より販売となりますので、ご注意ください。 

 

 

 開催店舗情報  ※入場方法等の詳細は「Metamorphose」特設サイトをご確認ください。 

 

■渋谷モディ 

場所  ：〒150-0041  

東京都渋谷区神南１丁目２１−３ 7Fイベントスペース 

期間  ：2021年 10月 2日(土)～2021年 10月 24日(日) 

営業時間 ：11:00～20:00 

 

■有楽町マルイ 

場所  ：〒100-0006  

東京都千代田区有楽町２丁目７−１ 8Fイベントスペース 

期間  ：2021年 10月 2日(土)～2021年 10月 24日(日) 

営業時間 ：11:00～20:00 

 

■マルイシティ横浜 

場所  ：〒220-0011  

神奈川県横浜市西区高島２丁目１９−１２ 7Fイベントスペース 

期間  ：2021年 10月 2日(土)～2021年 10月 17日(日) 

営業時間 ：10:30～20:00 

 

■町田マルイ 

場所  ：〒194-0013  

東京都町田市原町田６丁目１−６ 5Fイベントスペース 

期間  ：2021年 10月 2日(土)～2021年 10月 10日(日) 

営業時間 ：10:30～20:00 

https://www.utapri.com/sp/metamorphose/
https://www.utapri.com/sp/metamorphose/


■丸井錦糸町店 

場所  ：〒130-0022  

東京都墨田区江東橋３丁目９−１０ 5Fイベントスペース 

期間  ：2021年 10月 2日(土)～2021年 10月 6日(水) 

営業時間 ：10:30～20:00 

 

■神戸マルイ 

場所  ：〒650-0021  

兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目７−２ 5Fイベントスペース 

期間  ：2021年 10月 9日(土)～2021年 10月 17日(日) 

営業時間 ：11:00～20:00(日・祝 10:30～20：00)  ※最終日は 18:00 まで 

 

■ELM (青森県五所川原市) 

場所  ：〒037-0004  

青森県五所川原市大字唐笠柳藤巻 517-1 2F ELMホール 前ギャラリー 

期間  ：2021年 10月 15日（金）～2021年 10月 18日（月） 

営業時間 ：10:00～19:00  ※最終日は 18:00 まで 

 

■博多マルイ 

場所  ：〒812-0012  

福岡県福岡市博多区博多駅中央街９−１ 4Fイベントスペース 

期間  ：2021年 11月 5日（金）～2021年 11月 11日（木） 

営業時間 ：10:00～20:00 

 

■Chugai Grace Café ×うたの☆プリンスさまっ♪～Metamorphose～ 

場所  ：〒150-0041  

東京都渋谷区神南 1−21−3 渋谷モディ 7階 

期間  ：2021年 10月 2日（土）～2021年 10月 24日（日） 

営業時間 ：11:00～20:00 

 

 

 リンク先  

■「Metamorphose」特設サイト  

https://www.utapri.com/sp/metamorphose/ 

 

■「うたの☆プリンスさまっ♪」公式 Web サイト 

https://www.utapri.com/ 
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以     上 

https://www.utapri.com/sp/metamorphose/
https://www.utapri.com/

