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テレビアニメ 1 時間スペシャル 

「うたの☆プリンスさまっ♪  マジLOVEスターリッシュツアーズ〜旅の始まり〜」

7月31日（日）20時から放送決定のお知らせ 

 

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♪」を原作とした「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシ

ュツアーズ」の2022年9月2日（金）公開に先駆けて放送となるスペシャルTVアニメ「うたの☆プリンスさまっ

♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ 〜旅の始まり〜」が、TOKYO MX・BS11 にて、7月31日（日）20時からオ

ンエアされることが発表となりましたことをお知らせいたします。 

 

 

人気ゲームソフトを原作とし、関連CDの販売枚数は500万枚を超え、さらに 2019年に公開された劇場版は動員数 

118万人、興行収入18億円を突破する大ヒットを記録した「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE」シリーズ。2022 

年9月2日（金）公開の最新作「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE スターリッシュツアーズ」に先駆け

て放送となるスペシャル TVアニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ〜旅の始まり〜

」が、TOKYO MX・BS11 にて、7月31日（日）20時からオンエアされることが発表となりました！ 

今回の発表に合わせて、スペシャルTVアニメのビジュアル、ストーリー、メインキャスト＆スタッフの放送詳細

が公開。ビジュアルでは木もれ日の中を笑顔で歩くメンバーが久しぶりの私服で登場！物語は、ST☆RISH の“ビ

ハインドストーリー”が綴られます。彼らが「マジLOVEキングダム」の後をどのように過ごし、どんな想いで「マ

ジLOVEスターリッシュツアーズ」を迎えるのか……？ 今から放送が待ちきれません！ 

そして、このスペシャル TV アニメのビジュアルを使用した「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスタ

ーリッシュツアーズ」のムビチケ鑑賞券「旅の始まり」が 5月20日（金）から発売することが決定しました。こち

らは、数量限定特典のクリアファイル付き！上映劇場と通販サイトにて発売となります。詳細は、公式サイトを是

非チェックしてください。 

スペシャルTVアニメを観ることで、9月2日（金）公開の「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリ

ッシュツアーズ」をより一層楽しむことができるのは、間違いありません！放送をお楽しみに♪ 



＜スペシャル TV アニメ情報＞ 

「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ 〜旅の始まり〜」 

TOKYO MX•BS11 にて、7月31日（日）20時から放送！ 
 

【ストーリー】 

「マジLOVELIVEキングダム」の大成功もあって、それぞれアイドル活動に多忙な日々を過ごしていた ST☆RISHのメンバ

ー。しかしライブの成功が充実感をもたらした一方で、その胸の内には今まで感じたことのない想いが頭をもたげ始めて

いた。 

“これから、自分には何ができるのだろうか……” 

そんな時、シャイニング事務所から全員を呼び出す連絡が入る。久しぶりのST☆RISH7人集合を誰よりも喜ぶメンバー

に、事務所からある“ご褒美”が贈られることに。その内容とは果たして……？ 

「マジLOVEキングダム」から「マジLOVEスターリッシュツアーズ」を繋ぐ、ST☆RISHのビハインドストーリー。 
 

【メインスタッフ】 

原作：上松範康／ブロッコリー

監督：永岡智佳 

脚本：永井千晶 

キャラクターデザイン原案：倉花千夏 

キャラクターデザイン・総作画監督：藤岡真紀

音楽：Elements Garden 

制作：A-1 Pictures 

製作：うた☆プリ劇場版 ST 製作委員会 

【キャスト】 

一十木音也：寺島拓篤

聖川真斗：鈴村健一 

四ノ宮那月：谷山紀章 

一ノ瀬トキヤ：宮野真守

神宮寺レン：諏訪部順一

来栖 翔：下野 紘 

愛島セシル：鳥海浩輔 

ほか 

 

＜劇場版アニメ情報＞ 

「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ」 

2022年9月2日（金）公開！ 
 

【イントロダクション】 

人気ゲームソフトを原作とし、2011 年から 4 シリーズに渡るテレビアニメ放映、2019 年の劇場アニメ公開を経て、 

2021 年に 10 周年を迎えたアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE』シリーズ。 

 

多くのファンと共に夢と希望を育んできたアイドルたちは、2022 年再び劇場という名のステージに帰ってきます！ 

 

前作に引き続き全編ライブアニメーション＆完全オリジナルでおくる「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEス

ターリッシュツアーズ」、どうぞお楽しみに！！ 

 
【プロローグ】 

いつだって夢はこの７人から

そして始まりは君と 

さあ ST☆RISH と一緒に、 
ステージ 

世界中に愛を届ける 旅 へと出かけよう！ 

 
【アーティスト】 
ST☆RISH 

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・愛島セシルの7人によるグループ。シ

ャイニング事務所所属。 

音也・真斗・那月・トキヤ・レン・翔の6人が芸能専門学校在学中にグループを結成し、後にセシルが加入。 

その人気は幻の新人賞「うた☆プリアワード」を受賞したことで一気に爆発し、国際的スポーツの祭典「SSS（Super Star 

Sports）」ではオープニングアクトを務めた。 

QUARTET NIGHTやHE★VENSと共に実施したライブ「マジLOVELIVEキングダム」は大評判となり、その抜群のアイドル性と

高いライブパフォーマンス力が広く知れ渡るところとなったのは記憶に新しい。 



【メインスタッフ】 

原作：上松範康／ブロッコリー

監督：永岡智佳 

キャラクターデザイン原案：倉花千夏

キャラクターデザイン：藤岡真紀 

CG ディレクター：中島 宏 

サブCG ディレクター：大川 威 

キャラクターモデリングディレクター：宮嶋克佳

音楽：Elements Garden 

制作：A-1 Pictures 

配給：松竹 

製作：うた☆プリ劇場版 ST 製作委員会 

 
【キャスト】 

一十木音也：寺島拓篤

聖川真斗：鈴村健一 

四ノ宮那月：谷山紀章 

一ノ瀬トキヤ：宮野真守

神宮寺レン：諏訪部順一

来栖 翔：下野 紘 

愛島セシル：鳥海浩輔 

 

 

＜ムビチケ情報＞ 

劇場ムビチケ「旅の始まり」 全 1 種 数量限定特典クリアファイル付き 
内容：全国共通特別鑑賞券（数量限定特典：A4 クリアファイル）

価格：1,800 円（税込） 

発売日：劇場販売 2022 年 5 月 20 日（金）劇場 OPEN～ 

通販サイト販売 2022 年 5 月 20 日（金）11 時～ 

販売場所：上映予定劇場(一部劇場を除く)・「メイジャー」通販サイト 

メイジャー販売サイト：https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M20220520001 
 

※ムビチケ 1 枚につき、クリアファイル１枚が付きます。 

※特典は非売品です。転売目的のご購入はご遠慮ください。 

※特典はなくなり次第終了となります。特典終了後はムビチケのみの販売となります。 

※舞台挨拶や価格の異なる特別興行での使用はできません。 

※お一人様当たりの購入制限は、各劇場・通販サイトにてご確認ください。 

※劇場取扱い状況につきましては「上映予定劇場一覧」に記載の備考欄をご確認下さい。 

なお、今後の状況に伴い、取り扱いについては急遽変更となる場合がございます。事前に劇場 HP をご確認ください。 

※ムビチケの販売は、劇場公開前日までとなります。 

※劇場にお越しの際は感染症予防対策のうえ無理のないようお気をつけてご来場ください。 
 

＜ムビチケ鑑賞券＞ ＜数量限定特典：A4 クリアファイル＞ 
 

 
 

 

 
 

http://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M20220520001


<シングル情報> 

「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ」メインテーマ 

「マジLOVEスターリッシュツアーズ」 
ST☆RISH：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 

CV：寺島拓篤•鈴村健一•谷山紀章•宮野真守•諏訪部順一•下野 紘•鳥海浩輔 

 
商品コード：KICM-3370 

価格：￥1,430（税抜価格：¥1,300） 

発売•販売：キングレコード 

2022年 4月 6日（水）発売 

 

【収録内容】 

01.マジLOVEスターリッシュツアーズ 

作詞・作曲：上松範康（Elements Garden） 

編曲：藤田淳平（Elements Garden） 
（「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ」メインテーマ） 

02.ST☆RT OURS 

作詞・作曲：上松範康（Elements Garden） 

編曲：菊田大介（Elements Garden） 
（「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ」挿入歌） 

03.マジLOVEスターリッシュツアーズ -instrumental- 

04.ST☆RT OURS -instrumental- 

 
【初回封入特典①】 

「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ」公開記念舞台挨拶 

先行抽選申込シリアルナンバー 

 

▶公開記念舞台挨拶 先行抽選申込シリアルナンバーについて 
CD１枚につき、公開記念舞台挨拶お申し込み用シリアルナンバーが１つ発行されます。 

シリアルナンバー1 つにつき、2022 年 10 月２日（日）の２公演のうち、いずれか１公演を、お一人様につき１枚まで

お申し込みいただけます。 

 
【初回封入特典②】 

ST☆RISH メッセージカード ランダム 1 枚封入（全 7 種類） 

 

【店舗特典】 

アニメイト クリアファイル（A5） 

ステラワース スクエア型缶バッジ（40ｍｍ） 

ソフマップ•アニメガ（一部店舗を除く） 缶バッジ（57ｍｍ） 

Neowing コメントサイン入りブロマイド（一十木音也） 

タワーレコード コメントサイン入りブロマイド（聖川真斗）

とらのあな コメントサイン入りブロマイド（四ノ宮那月） 

TSUTAYA コメントサイン入りブロマイド（一ノ瀬トキヤ）キン

クリ堂 コメントサイン入りブロマイド（神宮寺レン） 

ゲーマーズ コメントサイン入りブロマイド（来栖 翔） 

HMV コメントサイン入りブロマイド（愛島セシル） 

※すべてジャケットイラストを使用した特典となります。 

 
 



＜舞台挨拶情報＞ 

「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEスターリッシュツアーズ」公開記念舞台挨拶 

 
【日程】 

2022 年 10 月 2 日（日） 

１回目 開場 10:30／開演 12:00（予定） 

２回目 開場 15:30／開演 17:00（予定） 

※開場•開演時間は変更になる可能性がございます。 

※感染拡大状況により、開催や公演内容が変更になる可能性がございます。 

随時オフィシャルホームページをご覧ください。 

 

【会場】 

パシフィコ横浜 国立大ホール 

 
【登壇者】 

寺島拓篤（一十木音也 役）、鈴村健一（聖川真斗 役）、谷山紀章（四ノ宮那月 役）、 

宮野真守（一ノ瀬トキヤ 役）、諏訪部順一（神宮寺レン 役）、下野 紘（来栖 翔 役）、鳥海浩輔（愛島セシル 役） 

 

【イベント内容】 

映画上映、登壇者によるトークショー 

※公開記念舞台挨拶はライブ•ビューイングの実施も予定しております。詳細は後日発表いたします。 

 
【チケット情報】 

5,700円（税込／全席指定／１回のお申込みでお一人様１枚まで） 

（映画観賞券 1,900円＋イベント料金 3,800円） 

 

※チケット情報等の詳細は後日発表いたします。 

 
＜公式サイト＞ 

http://starishtours.utapri-movie.com/ 

 

＜公式 Twitter＞ ※アニメ公式 Twitter 開設！ 

アニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE」シリーズ公式 

＠utapriMAJILOVE 

https://twitter.com/utapriMAJILOVE 

 

©UTA☆PRI-MOVIE ST PROJECT 

http://starishtours.utapri-movie.com/

