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「うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズアイドルソングシリーズ」 

本日発売開始！＆ジャケットイラスト公開 



本日 2015年 4月 22日（水）より、 

TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』の 

アイドルソングシリーズ、全 7枚を、毎週１枚ずつ発売します！ 

 

そして本日、CDジャケットのイラスト、全 7種を全て公開いたしました！ 

クロスユニットアイドルソング ジャケットイラストは森 光恵、 

アイドルソング ジャケットイラストは落合 瞳が担当しています。 

 

楽曲はもちろん、Elements Gardenが全面プロデュース。 

更に、初回盤には、ここでしか手に入らないアイドルたちのインタビューを記載した 

「アイドルエピソードカード」を封入しています。 

 

【LINEUP】 

 

うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ 

クロスユニットアイドルソング 一十木音也・四ノ宮那月 

 

アーティスト :  

一十木音也（CV.寺島拓篤）・四ノ宮那月（CV.谷山紀章） 

品番：QECB-68 

発売日：2015／4／22 

定価：¥1,400＋税 

発売：b-green（ブロッコリー） 

初回封入特典：アイドルエピソードカード 

 

1：TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』挿入歌 

 「EMOTIONAL LIFE」 

歌：一十木音也（CV.寺島拓篤）・四ノ宮那月（CV.谷山紀章） 

作詞・作曲：上松範康（Elements Garden）／編曲：岩橋星実（Elementns Garden） 

 

2：「木漏れ日ダイヤモンド」 

歌：一十木音也（CV.寺島拓篤） 

作詞：上松範康（Elements Garden）／作曲：藤田淳平（Elements Garden） 

編曲：喜多智弘（Elementns Garden） 



3：「The New World」 

歌：四ノ宮那月（CV.谷山紀章） 

作詞・作曲：上松範康（Elements Garden）／編曲：藤間 仁（Elementns Garden） 

 

4：TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』挿入歌 

 「EMOTIONAL LIFE」 *off vocal 

5：「木漏れ日ダイヤモンド」 *off vocal 

6：「The New World」 *off vocal 

 

 

うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ 

アイドルソング 美風 藍 

 

アーティスト : 美風 藍（CV.蒼井翔太） 

品番：QECB-69 

発売日：2015／4／29 

定価：¥1,200＋税 

発売：b-green（ブロッコリー） 

初回封入特典：アイドルエピソードカード  

 

 

1：TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』挿入歌 

 「Innocent Wind」 

歌：美風 藍（CV.蒼井翔太） 

作詞：上松範康（Elements Garden）／作曲・編曲：藤田淳平（Elements Garden） 

 

2：「ムネノコドウ」 

歌：美風 藍（CV.蒼井翔太） 

作詞・作曲：上松範康（Elements Garden）／編曲：母里治樹（Elements Garden） 

 

3：TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』挿入歌 

 「Innocent Wind」 *off vocal 

4：「ムネノコドウ」 *off vocal 

 

 



うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ 

クロスユニットアイドルソング  

神宮寺レン・来栖 翔・愛島セシル 

 

アーティスト : 神宮寺レン（CV.諏訪部順一）・来栖 翔（CV.

下野 紘）・愛島セシル（CV.鳥海浩輔） 

品番：QECB-70 

発売日：2015／5／8 

定価：¥1,400＋税 

発売：b-green（ブロッコリー） 

初回封入特典：アイドルエピソードカード  

 

1：TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』挿入歌 

 「Code:T.V.U」 

歌：神宮寺レン（CV.諏訪部順一）・来栖 翔（CV.下野 紘）・愛島セシル（CV.鳥海浩輔） 

作詞：上松範康（Elements Garden）／作曲・編曲：藤間 仁（Elementns Garden） 

 

2：「Mellow×2 Chu」 

歌：神宮寺レン（CV.諏訪部順一） 

作詞：上松範康（Elements Garden）／作曲：藤田淳平（Elements Garden） 

編曲：岩橋星実（Elementns Garden） 

 

3：「すべてを歌にっ！」 

歌：来栖 翔（CV.下野 紘） 

作詞：上松範康（Elements Garden）／作曲：藤間 仁（Elements Garden） 

編曲：岩橋星実（Elementns Garden） 

 

4：「GREEN AMBITION」 

歌：愛島セシル（CV.鳥海浩輔） 

作詞・作曲：上松範康（Elements Garden）／編曲：末益涼太（Elementns Garden） 

 

5：TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』挿入歌 

 「Code:T.V.U」 *off vocal 

6：「Mellow×2 Chu」 *off vocal 

7：「すべてを歌にっ！」 *off vocal 

8：「GREEN AMBITION」 *off vocal 



うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ 

アイドルソング カミュ 

 

アーティスト : カミュ（CV.前野智昭） 

品番：QECB-71 

発売日：2015／5／13 

定価：¥1,200＋税 

発売：b-green（ブロッコリー） 

初回封入特典：アイドルエピソードカード  

 

 

1：TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』挿入歌 

 「Saintly Territory」 

歌：カミュ（CV.前野智昭） 

作詞：上松範康（Elements Garden）／作曲：藤間 仁（Elements Garden） 

編曲：Evan Call（Elements Garden） 

 

2：「Double face」 

歌：カミュ（CV.前野智昭） 

作詞・作曲：上松範康（Elements Garden）／編曲：末益涼太（Elements Garden） 

 

3：TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』挿入歌 

 「Saintly Territory」 *off vocal 

4：「Double face」 *off vocal 

 

うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ 

アイドルソング 黒崎蘭丸 

 

アーティスト : 黒崎蘭丸（CV.鈴木達央） 

品番：QECB-72 

発売日：2015／5／20 

定価：¥1,200＋税 

発売：b-green（ブロッコリー） 

初回封入特典：アイドルエピソードカード  

 

 



1：TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』挿入歌 

 「ONLY ONE」 

歌：黒崎蘭丸（CV.鈴木達央） 

作詞・作曲：上松範康（Elements Garden）／編曲：岩橋星実（Elements Garden） 

 

2：「No.1」 

歌：黒崎蘭丸（CV.鈴木達央） 

作詞・作曲：上松範康（Elements Garden）／編曲：藤田淳平（Elements Garden） 

 

3：TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』挿入歌 

 「ONLY ONE」 *off vocal 

4：「No.1」 *off vocal 

 

うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ 

クロスユニットアイドルソング 聖川真斗・一ノ瀬トキヤ 

 

アーティスト : 聖川真斗（CV.鈴村健一）・一ノ瀬トキヤ（CV.

宮野真守） 

品番：QECB-73 

発売日：2015／5／27 

定価：¥1,400＋税 

発売：b-green（ブロッコリー） 

初回封入特典：アイドルエピソードカード  

 

1：TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』挿入歌 

 「ORIGINAL RESONANCE」 

歌：聖川真斗(CV.鈴村健一)・一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守) 

作詞・作曲：上松範康(Elements Garden)／編曲：藤間 仁(Elements Garden) 

 

2：「静炎ブレイブハート」 

歌：聖川真斗(CV.鈴村健一) 

作詞：上松範康(Elements Garden)／作曲・編曲：Evan Call(Elements Garden) 

 

3：「SECRET LOVER」 

歌：一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守) 

作詞：上松範康(Elements Garden)／作曲・編曲：藤間 仁(Elements Garden) 



4：TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』挿入歌 

 「ORIGINAL RESONANCE」 *off vocal 

5：「静炎ブレイブハート」 *off vocal 

6：「SECRET LOVER」 *off vocal 

 

うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ 

アイドルソング 寿 嶺二 

 

アーティスト : 寿 嶺二（CV.森久保祥太郎） 

品番：QECB-74 

発売日：2015／6／3 

定価：¥1,200＋税 

発売：b-green（ブロッコリー） 

初回封入特典：アイドルエピソードカード  

 

1：TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』挿入歌 

 「NEVER...」 

歌：寿 嶺二(CV.森久保祥太郎) 

作詞・作曲：上松範康(Elements Garden)／編曲：喜多智弘(Elements Garden) 

 

2：「Hurray×2ドリーマーズ」 

歌：寿 嶺二(CV.森久保祥太郎) 

作詞：上松範康(Elements Garden)／作曲・編曲：喜多智弘(Elements Garden) 

 

3：TVアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ』挿入歌 

 「NEVER...」 *off vocal 

4：「Hurray×2ドリーマーズ」 *off vocal 

 

『うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVEレボリューションズ アイドルソングシリーズ』の 

発売を記念して、西武池袋駅構内の 4Kディスプレイビジョンに、アイドルたちが登場しています！ 

 

掲出期間：～4月 26日（日）まで／掲出場所：西武池袋駅 B1F地下連絡通路（JR方面） 

 

【ご注意】広告をご覧の際は、他の駅利用者の通行や列車の運行の妨げにならないようにご注意いただき、

ご自身と周囲の安全を十分ご確認の上でお楽しみくださいますよう、お願い申し上げます。 

また、駅へのお電話でのお問い合わせ等はご遠慮いただきますよう、お願い申し上げます。



 

公式サイトでは試聴曲も続々公開しています！ 

http://www.utapri.com/sp/majilove_r_cd/ 

 

うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト：http://www.utapri.com/ 

ブロッコリー公式サイト：http://www.broccoli.co.jp/ 

 

権利表記：(C)UTA☆PRI-R PROJECT (C)早乙女学園 

 

添付画像より解像度の高い画像もございますので、お問合せくださいませ。 

 

＜問い合わせ先＞ 

株式会社ブロッコリー 

プロモーション課 佐藤すみれ 

TEL: 03-5946-2831/ FAX: 03-2946-2818 

E-mail ssatou@broccoli.co.jp 

http://www.utapri.com/sp/majilove_r_cd/
http://www.utapri.com/
http://www.broccoli.co.jp/
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