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VR ZONE OSAKA「CG STAR LIVE」第 2 弾コンテンツ 

『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS new generations★Brilliant Party！』 

12 月 8 日（土）公演スタート！ 

12 月 5 日（水）「大阪公演先行体験」開催決定 

 

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する「VR ZONE OSAKA」（大阪・梅田）は、施設型

CG キャラクターイベント「CG STAR LIVE」第 2 弾コンテンツ 『THE IDOLM@STER CINDERELLA 

GIRLS new generations★Brilliant Party！』の公演を 12 月 8 日（土）より開始します。 

公演チケットはローソンチケット限定で 11 月 12 日（月）13 時から全 16 公演の発売を開始します。 

また、本公演に先駆け 12 月 5 日（水）には大阪公演先行体験（有料）を開催し、同日より「VR 

ZONE STORE」ではオリジナルグッズの発売も開始します。詳細は VR ZONE OSAKA 公式サイトをご参

照ください（https://vrzone-pic.com/osaka/）。 

 

■「new generations」の 3 人が贈る魅力的なオリジナルプログラム 

 バンダイナムコエンターテインメントが展開している大人気コンテンツ「アイドルマスター シンデレラガールズ」のユニット  

「new generations」の 3 人が贈る、「CG STAR LIVE」オリジナルプログラムです。 

   

 

 

 

 

■本公演スケジュール 

2018 年 12 月公演：8 日（土）、15 日（土）、22 日（土）、29 日（土） 

2019 年 1 月公演 ：5 日（土）、12 日（土）、19 日（土）、26 日（土） 

※各日 2 公演予定 

 

■期間により公演内容が変化 

12 月公演： ・アイドルの写真をお手持ちのスマホ、カメラで撮影できる「シャッターチャンスタイム」は、アイドルが 1 人ずつ登場する 

個別撮影です。 

・ソロ曲（ Never say never／S（mile）ING ！／ミツボシ☆☆★）は、プロデューサーのみなさんの投票に 

よる選択制で１曲のみ披露します。 

1 月公演 ：  ・シャッターチャンスタイムは、new generations 3 人同時での集合撮影です。 

・ソロ曲（ Never say never／S（mile）ING ！／ミツボシ☆☆★ ）を 3 曲とも披露します。 

 
【CG STAR LIVE とは】 
 「CG STAR LIVE」は、来場されたお客さまが振るコンサートライトの色や声援により、その日の楽曲やトークの内容が変化する  

コ－ルアンドレスポンスが特徴のイベントです。キャラクターとファンとのリアルタイムなコミュニケーションをお楽しみいただけます。 
憧れのアイドルたちが目の前のステージに等身大で登場し、歌い、踊る姿は、あたかも本当に実在するかのようなリアリティを感じる
ことができます。第 1 弾は「IDOLiSH7 PRISM NIGHT（アイドリッシュセブン プリズムナイト）」を公演し、のべ 1.8 万人の来
場者を動員しました。 

ア イ ド ル マ ス タ ー  シ ン デ レ ラ ガ ー ル ズ 



 

＜『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS new generations★Brilliant Party！』 
Produced by CG STAR LIVE 概要＞ 

■チケット価格 

・EX チケット：7,100 円（税込）1 公演につき販売枚数限定 50 枚 

└CG STAR LIVE 利用券 4,500 円+ VR ZONE OSAKA 入場券 800 円+アクティビティ利用券 900 円×2 枚付き 

※アクティビティ利用券を使って、VR ZONE OSAKA 館内のアクティビティを遊ぶことができます。 

※EX チケットをご購入のお客さまは公演にて「アーリーオープン特典」を受けることができます。 

・一般チケット：5,300 円(税込)  ※CG STAR LIVE 利用券 4,500 円+VR ZONE OSAKA 入場券 800 円 

・当日券：4,500 円（税込） 当日空席がある場合にのみ VR ZONE OSAKA 窓口にて販売予定 

※館内にご入場前の場合は、別途 VR ZONE OSAKA 入場券 800 円が必要です。 

■一般チケット発売開始：11 月 12 日（月）13 時～  

※2018 年 12 月 8 日（土）～1 月 26 日（土）公演分までのチケット発売予定 

■チケット販売方法：チケット販売ページ「ローチケ」、または全国のローソン設置の「Loppi」にて販売予定 

詳しくは VR ZONE OSAKA 公式サイトをご確認ください。 

https://vrzone-pic.com/osaka/activity/brilliantparty.html 

■会場：VR ZONE OSAKA ARENA 

公演日程はチケット販売ページまたは、VR ZONE OSAKA 公式サイトをご確認ください。 

■対象年齢：13 歳以上 

■著作権表記：© BNEI／PROJECT CINDERELLA  

 

 

 

12 月 8 日（土）からの本公演に先駆けて、「大阪公演先行体験」を 12 月 5 日（水）に開催します。 

一般のお客さまを対象にした有料イベントで、抽選で 2 公演合計 220 名さまを招待します。 

■公演日：2018 年 12 月 5 日（水） 

■公演時間：①19 時 00 分開演（18：40 集合）／②20 時 30 分開演（20：10 集合） 

■会場：VR ZONE OSAKA ARENA 

■大阪公演先行体験チケット：3,300 円（税込）※CG STAR LIVE 利用券 2,500 円+VR ZONE OSAKA 入場券 800 円 

■チケット抽選購入受付開始日：2018 年 11 月 12 日（月）13 時 00 分 

■チケット抽選購入受付終了日：2018 年 11 月 19 日（月）23 時 59 分 

■当選確認引換期間：2018 年 11 月 22 日（木）15 時～11 月 25 日（日）23 時 00 分 

           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。 

 ■チケット販売方法：チケット販売ページ「ローチケ」、または全国のローソン設置の「Loppi」にて販売予定 

詳しくは VR ZONE OSAKA 公式サイトをご確認ください。 

   https://vrzone-pic.com/osaka/news/20181112_brilliantparty.html 

 

 ※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。 

   ※報道関係者さまへのご案内 

当日は 20:30 の公演にてご取材いただけますので、ご取材を希望される報道関係者さまはお申込みメールアドレスに以下 

必要事項を明記のうえ、お申込みください。折り返し担当者から返信いたします。 

・企業名 ・媒体名 ・お名前 ・電話番号 ・人数 ・スチール or ムービー ・ご要望事項 

    お申し込みメールアドレス：Vrzone_Contact@am.bandainamco.jp 

 

※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。 

 

【お客さまお問い合わせ先】 03-3200-8076 (受付時間 9:30～18:00) 【公式サイト】 https://bandainamco-am.co.jp 

 

12 月 5 日（水）「大阪公演先行体験」開催決定！ 

https://vrzone-pic.com/osaka/activity/brilliantparty.html
mailto:Vrzone_Contact@am.bandainamco.jp

