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「うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE」シリーズより ST
ス

☆
タ ー

RISH
リ ッ シ ュ

による単独ステージ 

 『ST
ス

☆
タ ―

RISH
リ ッ シ ュ

 SECRET
シ ー ク レ ッ ト

 PARTY
パ ー テ ィ

！』＜再演＞が決定！ 
 

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、施設型 CG ライブイベント「CG STAR LIVE」第

３弾コンテンツ『ST☆RISH SECRET PARTY！』 を、８月 31 日（土）より VR ZONE 

OSAKA（大阪・梅田）、9 月 28 日（土）より MAZARIA（東京・池袋）にて再演します。 

 

◆ST☆RISH SECRET PARTY！ の魅力   

「ST☆RISH SECRET PARTY！」は、アイドルたちがテーマに沿ってトークを繰り広げる「トー

クパート」と、歌とダンスで魅せる「ライブパート」の二部構成です。「トークパート」では、公演ごとに

進行役となるメインアイドルが替わり、進行するアイドルによってトーク内容も変わります。「ライブパ

ート」で披露する楽曲は「マジ LOVE1000%」や「WE ARE ST☆RISH!!」など、人気の６曲。

「ライブパート」中の「撮影タイム」では、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。 

 

 

 

◆チケット販売情報   
チケット販売価格 ※公演期間中、料金の変更はありません 

前売り券（入場料込み） 当日券（入場料別） 

「ノベルティ付きチケット」 アリーナ席（座席あり） 
5,000 円 

「ノベルティ付きチケット」 アリーナ席（座席あり） 
4,200 円 

「ノベルティ付きチケット」 スタンディングエリア（座席なし） 
4,800 円 

「ノベルティ付きチケット」 スタンディングエリア（座席なし） 
4,000 円 

「チケット」 アリーナ席（座席あり） 
4,500 円 

「チケット」 アリーナ席（座席あり） 
3,700 円 

「チケット」 スタンディングエリア（座席なし） 
4,300 円 

「チケット」 スタンディングエリア（座席なし） 
3,500 円 

アリーナ席：１公演につき 58 席まで  スタンディングエリア：1 公演につき 82 人まで 

※「チケット」は、特定の公演にて販売します。 

※当日券には、別途入場料 800 円がかかります。 

※入場料は MAZARIA のオープン記念割（実施期間 7/12-11/4）対象外となります。あらかじめご了承ください。 

※当日券は、公演当日に空席がある場合にのみ施設のチケット販売窓口にて販売します。 

 
チケット販売開始日：8 月 16 日（金）12 時～  

公演日程はチケット販売ページまたは、CG STAR LIVE 公式サイトのカレンダーをご確認ください。 
※VR ZONE OSAKA（大阪・梅田）公演：2019 年 8 月 31 日（土）～9 月 21 日（土）公演分までのチケットを販売予定。 

※MAZARIA（東京・池袋）公演：2019 年９月 28 日（土）～11 月 10 日（日）公演分までのチケットを販売予定。 

 

公演会場 販売方法 CG STAR LIVE 公式サイト 

VR ZONE OSAKA 
（大阪・梅田） 

チケット販売ページ「ローチケ」、または全国のローソン
に設置されている「Loppi」にて販売。 

http://vrzone-

pic.com/osaka/cgstarlive/utapri_st

arish_secretparty.html 

MAZARIA 
（東京・池袋） 

チケット販売ページ「Funity（ファニティ）」、または
全国のファミリーマートに設置されている 
「Fami ポート」にて販売。 

https://bandainamco-

am.co.jp/others/mazaria/jp/activit

y/utapri_starish_secretparty/ 

※公演会場によって、チケット販売方法は異なります。必ず購入内容に間違いがないことをご確認ください。 

 

※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することがあります。あらかじめご了承ください。 

※価格はすべて税込みです。 

 
▲キービジュアルを一新。 
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◆＜再演＞新キービジュアルをつかったオリジナルグッズ・ノベルティが登場！  

オリジナルグッズは８月 31 日（土）より VR ZONE OSAKA にて先行販売します。 
なお、9 月 28 日(土)より MAZARIA 施設内 MAZARIA STORE にて店頭販売します。また、後日ムービック通販にて受注販売
を予定しています。 
 
オリジナルグッズ 
・うたの☆プリンスさまっ♪ ST☆RISH SECRET PARTY！ キラキラ 56ｍｍ缶バッジ(新キービジュアル)：500 円（税 8％込）/509 円（税 10％込）全 7 種 

ブラインドパッケージ 

・うたの☆プリンスさまっ♪ ST☆RISH SECRET PARTY！ アクリルスタンド(新キービジュアル)：1,800 円（税 8％込）/1,834 円（税 10％込） 全 7 種 

・うたの☆プリンスさまっ♪ ST☆RISH SECRET PARTY！ ブロマイド：350 円(税 8％込) /356 円（税 10％込） 全 14 種 ブラインドパッケージ 

・うたの☆プリンスさまっ♪ ST☆RISH SECRET PARTY！ ロングマルチクロス：3,800 円(税 8％込) /3870 円（税 10％込） 全 1 種 

うたの☆プリンスさまっ♪ ST☆RISH SECRET PARTY！ 
キラキラ 56ｍｍ缶バッジ(新キービジュアル) 全７種 

うたの☆プリンスさまっ♪ ST☆RISH SECRET PARTY！ 
アクリルスタンド(新キービジュアル) 全７種 

うたの☆プリンスさまっ♪ ST☆RISH SECRET PARTY！ 
ブロマイド 全 14 種 

うたの☆プリンスさまっ♪ ST☆RISH SECRET PARTY！ 
ロングマルチクロス 
全１種 
 

 
オリジナルノベルティ 
「ノベルティ付きチケット」をお持ちのお客さまにランダムで 1 枚プレゼントします。 

ダイカットステッカー 全７種 
 

 
【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、お客さまの声に、想いに、大好きなあの人が応えてくれる、「会いたい」が叶う場所であることを実感できます。 
 

■対象年齢：13 歳以上 

■著作権表記：©UTA☆PRI-MOVIE PROJECT 

 

※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することがあります。あらかじめご了承ください。 

※2019 年 10 月 1 日以降は消費税率変更に伴い、新税率 10%の価格に変更となります。※画像はイメージです。 


