News Release!
ご掲載の際は【©Project Revue Starlight】の記載をお願いいたします。
＜お問合せ先＞株式会社ブシロード 中尾、室井宛 Email : press@bushiroad.com

「ミュージカル」と「アニメーション」がリンクし展開する新感覚ライブエンターテインメ
ント「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」。既に舞台化、TVアニメ化が決定。それぞ
れのメインキャラクターを同じキャストが演じます！
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生配信番組「聖翔音楽学園 放送局」では「少女☆歌劇 レヴュースタァ
ライト」に関する最新情報をお届け！8/11(金)に放送された第一回放送
では、小山百代さん(愛城華恋役)、三森すずこさん(神楽ひかり役)、富
田麻帆さん(天堂真矢役)、岩田陽葵さん(露崎まひる役)ら豪華ゲストが
登場！9月の舞台に向けての意気込みや、すでに始まった稽古の話題
などを和気あいあいとした雰囲気でお届けしました！舞台再演、1stシン
グルCD発売決定など新情報も盛りだくさんでますます目が離せません！

＜新情報①＞ 2018年1月 ・ 舞台再演決定！
「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ーThe LIVEー」#1 revival
大注目を集めている9月上演予定の「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ―The LIVE―」#1、
チケットは発売と同時に即完売！ということで急遽！2018年1月に再演が決定しました！！
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------＜公演概要＞
■公演タイトル 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ―The LIVE―」#1 revival
■期間 2018年1月6日（土）～8日（月祝）／ 劇場 AiiA 2.5 Theater Tokyo
■演出 児玉明子 ／ 脚本 三浦 香
■キャスト
小山百代、三森すずこ、富田麻帆、佐藤日向、岩田陽葵、小泉萌香、相羽あいな、生田 輝、伊藤彩沙／
真田怜臣、小林風花／
菊永あかり、木原実優、倉持聖菜、後藤早紀、佐藤聖羅、甚古 萌、中村景好、馬場莉乃／
椎名へきる

■チケット料金 8,500円（前売・当日共／全席指定・税込／限定特典付き）
■チケット一般発売 12月3日（日）AM10:00～
■公演スケジュール
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■主催 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ―The LIVE―」プロジェクト
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＜新情報②＞ 2017年9月20日(水)
1st シングル「プロローグ -Star Divine-」 発売決定！
9月に初公演を控えた「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」より公演に先行して全員曲のCDが発売決定。こちらの収
録楽曲をライブパートで披露予定。更に封入特典として1月の再演のチケット最速先行販売申込券を封入します！

---------------------------------------------------------------------------------------------------------品番：PCCG-01633 ／ 価格：1,852円＋税
歌：スタァライト九九組(くくぐみ)
愛城華恋（CV：小山百代）、神楽ひかり（CV：三森すずこ）、天堂真矢（CV：富田麻帆）、
星見純那（CV：佐藤日向）、露崎まひる（CV：岩田陽葵）、大場なな（CV：小泉萌香）、
西條クロディーヌ（CV：相羽あいな）、石動双葉（CV：生田 輝）、花柳香子（CV：伊藤彩沙）

【収録楽曲】
１．Star Divine
作詞：中村彼方 作・編曲：本多友紀（Arte Refact）
２．舞台少女心得
作詞：中村彼方 作曲：本多友紀（Arte Refact） 編曲：酒井拓也（Arte Refact）
３．願いは光になって
作詞：中村彼方 作・編曲：中土智博
４．Star Divine［Instrumental］
５．舞台少女心得［Instrumental］
６．願いは光になって［Instrumental］

【封入特典】
「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ―The LIVE―」#1 revival チケット最速先行販売申込券
公演日：2018年1月6日（土）〜8日（月・祝）（申込締切：9月27日（水）23:59 ）

＜新情報③＞ 2017年9月22日(金)
限定シングル「プリンシパル -Fancy You-」発売決定！
9月の公演で披露予定のユニット曲が収録された限定シングル。
公演・ライブ会場及び通販サイト「きゃにめ」でのみ発売のプレミアムCDです！
（※「きゃにめ」での販売は公演が終了後の9/25（月）からスタートとなります。）

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

公演・ライブ会場＆通販サイト「きゃにめ」限定発売
品番：BRCG-00053 ／ 価格：1,852円＋税
歌：スタァライト九九組(くくぐみ)

愛城華恋（CV：小山百代）、神楽ひかり（CV：三森すずこ）、天堂真矢（CV：富田麻帆）、
星見純那（CV：佐藤日向）、露崎まひる（CV：岩田陽葵）、大場なな（CV：小泉萌香）、
西條クロディーヌ（CV：相羽あいな）、石動双葉（CV：生田 輝）、花柳香子（CV：伊藤彩沙）

【収録楽曲】
１．Fancy You
歌：愛城華恋（CV：小山百代）、神楽ひかり（CV：三森すずこ）
作詞：中村彼方 作曲：桑原聖（Arte Refact） 編曲：酒井拓也（Arte Refact）
２．GANG☆STAR
歌：天堂真矢（CV：富田麻帆）、西條クロディーヌ（CV：相羽あいな）、
石動双葉（CV：生田 輝）、花柳香子（CV：伊藤彩沙）
作詞：中村彼方 作・編曲：田中俊亮）
３．情熱の目覚めるとき
歌：星見純那（CV：佐藤日向）、露崎まひる（CV：岩田陽葵）、大場なな（CV：小泉萌香）
作詞：中村彼方 作・編曲：三好啓太
４．Fancy You［Instrumental］
５．GANG☆STAR［Instrumental］
６．情熱の目覚めるとき［Instrumental］
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＜新情報④＞「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ―The LIVE―」#1
グッズ情報を公開！
Tシャツ
仕様：Mサイズ、Lサイズ、LLサイズ
価格：各3,000円（税込）

マフラータオル

スタァライトブレード

価格：各２,000円（税込）

価格：3,500円（税込）

クリアファイル
【キャストver.】【アニメver.】
A4サイズ／各400円（税込）

ブロマイドセット

カンバッジ

サイズ：L版
全9種 3枚組

【アニメver.】 全9種
【キャストver.】 全9種

愛城華恋 神楽ひかり
天堂真矢 星見純那
露崎まひる 大場なな
西條クロディーヌ 石動双葉
花柳香子

各３00円（税込）
※カプセル商品です

各600円（税込）

上記商品は9月22日から24日までの公演の期間に会場で、
その後はブシロード EC SHOP(https://bushiroad-ecshop.com/)にて通販予定です。
詳しい情報は9月上旬頃オフィシャルHP等にてご案内予定です！続報をお待ちください。

＜新情報⑤＞キャストサイン入りポスターが抽選で当たる！
Twitterプレゼントキャンペーン実施決定！

『スタァライト』舞台再演&ＣＤ発売決定記念！フォロー＆ＲＴキャンペーン
◆キャンペーン内容◆
応募者様から抽選で３名様に下記、メインキャスト9名の“サイン入りポスター”をプレゼント！
小山百代さん、三森すずこさん、富田麻帆さん、佐藤日向さん、
岩田陽葵さん、小泉萌香さん、相羽あいなさん、生田 輝さん、伊藤彩沙さん
◆応募方法◆
「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」公式(@revuestarlight)をフォロー＆キャンペーンツイートをRTで応募完了!
応募締め切りは8月20日(日)23:59まで！
※当選者の発表はプレゼントの発送を以て代えさせて頂きます。

INTRODUCTION
「――トップスタァになりたいですか？」
ある日届いた謎のオーディションの告知。
舞台女優を目指す少女にとって「トップスタァ」は永遠の憧れ。
自分の夢、あの日の約束を叶えるために集う「舞台少女」達。
舞台の上で繰り広げられるバトルロイヤル――
『レヴュースタァライト』、ここに開演！
▼公式WEBにてアニメーショントレーラー第一弾を公開中＆最新情報はTwitterをチェック！
WEB http://revuestarlight.com/
Twitter https://twitter.com/revuestarlight
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCpcs9GP_NIBxzDfNTWolNPw/
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愛城 華恋
CAST.小山百代

かぐら
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神楽 ひかり
CAST.三森すずこ

聖翔音楽学園 ９９期
俳優育成科 出席番号１番

聖翔音楽学園 ９９期
俳優育成科 出席番号３６番（転入）

16歳。幼い日に見たレヴュー『スタァ
ライト』に心を奪われ、舞台の道を
走り出した舞台少女。いつでも元気、
声も大きめ、でも早朝レッスンは超
苦手。幼い日に『運命』を交換したひ
かりと共に、謎のレヴューに参加す
る。

16歳。華恋の幼馴染みで、イギリス
の演劇学校に留学していた天性の舞
台少女。レヴュー『スタァライト』を共
に観劇した華恋と『運命』を交換した。
華恋と再会し、何かに駆り立てられる
ように謎のレヴューに参加する。
夢は「華恋と一緒に舞台に立つこと」。

夢は「ひかりちゃんと一緒に舞台に
立つこと！」。
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天堂 真矢
CAST.富田麻帆

星見 純那
CAST.佐藤日向

聖翔音楽学園 ９９期
俳優育成科 出席番号１８番

聖翔音楽学園 ９９期
俳優育成科 出席番号２５番

17歳。高名な舞台俳優とプリマドン
ナを両親を持つ演劇界のサラブレッ
ド。恵まれた体躯、高く通る声。天賦
の才に恵まれながらも、決してあぐ
らをかくことなく、さらなる高みを目
指して努力を続ける孤高の舞台少
女。真矢様。

16歳。学年一の才女で学級委員も
務める優等生。判断力、分析力に
優れるがそれゆえ考えすぎることも。
両親の反対を押し切って舞台の道
を選んだが、天性の才能を持つ真
矢達との差に 悩みもがいている舞
台少女。

「夢は見るものではなく、魅せるもの
です」。

夢は「主役として、舞台の真ん中で
スポットライトを浴びたい！」。
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露崎 まひる
CAST.岩田陽葵

なな

大場 なな
CAST.小泉萌香

聖翔音楽学園 ９９期
俳優育成科 出席番号１７番

聖翔音楽学園 ９９期
俳優育成科 出席番号１５番

16歳。舞台の上では溌剌と歌って踊
るが、普段は大人しくて引っ込み思
案な舞台少女。華恋のルームメイト
で、彼女の明るさ、前向きさにずっと
憧れている。だがひかりという華恋
の幼馴染みの出現に、心中複雑で
……

17歳。大きな優しさでみんなを包み
込む９９期生の「お母さん」的舞台少
女。ニックネームは「ばなな」。踊り
や歌だけでなく舞台演出にも優れた
才能を見せる。１年次にみんなで演
じた「スタァライト」が今でもお気に入
り。

夢は「華恋ちゃんのパートナー！」。

夢は「あの時の舞台が、また出来た
らいいな♪」。
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石動 双葉
CAST.生田 輝

西條 クロディーヌ
CAST.相羽あいな
聖翔音楽学園 ９９期
俳優育成科 出席番号１１番

聖翔音楽学園 ９９期
俳優育成科 出席番号２番

17歳。日本人の父とフランス人の母
を持つハーフ。豊かな才能を持ち、
子役として何度も舞台に出演してき
た舞台少女。だが入学して真矢とい
う強烈な輝きを放つ存在と初めて出
会い、以来ずっと彼女をライバル視
している。

16歳。香子の幼馴染みで、彼女に
付き添って聖翔音楽学園に入学し
てきた異端の舞台少女。口は悪い
が根は優しく、文句を言いつつ香子
の事が最優先。小柄ながらも身体
能力は高く、実戦仕込み（？）の殺
陣を得意とする。

夢は「天堂真矢を超え、私が一番の
スタァになる！」。

夢は「香子がご機嫌なら、あたしは
それでいいんだよ」。

はなやぎ かおるこ

花柳 香子
CAST.伊藤彩沙
聖翔音楽学園 ９９期
俳優育成科 出席番号２２番
16歳。日本舞踊の名取りを母に持ち、
卓越した歌謡と舞踊の才を持つ和
の舞台少女。生粋のお嬢様で、生
活のほとんどは双葉に頼りっきり。
いつも笑顔を絶やさないが、実は誰
よりも計算高い。はんなりとした京都
弁が特徴。
夢は「世界征服……ちゅうことで♪」。

ＣＡＳＴ
愛城華恋：小山百代 神楽ひかり：三森すずこ
天堂真矢：富田麻帆 星見純那：佐藤日向
露崎まひる：岩田陽葵 大場なな：小泉萌香
西條クロディーヌ：相羽あいな 石動双葉：生田 輝
花柳香子：伊藤彩沙
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監督：古川知宏
シリーズ構成：樋口達人
キャラクターデザイン：齊田博之
アニメーション制作：キネマシトラス

