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フロムアイドル運営事務局（松竹株式会社）は音楽と手紙で紡ぐアイドルプロジェクト『Prince 

Letter(s)! フロムアイドル』（ https://twitter.com/prince_letters ）より、10 月 30 日（日）に開催さ

れる「『Prince Letter(s)! フロムアイドル』ストーリーライブ ～私立常和歌学園定期公演「ノヴァ」2022

～」の一般発売が 10 月 14 日（金）18 時より開始いたします。 

また、アーカイブ期間一週間付のオンライン配信も決定いたしました。 

 

プリエル最後の「ストーリーライブ～私立常和歌学園定期公演『ノヴァ』2022～」いよいよ 10

月 14 日 18時より一般発売開始！ 

 

10 月 30 日開催 プリエル最後のストーリーライブ 

いよいよチケット一般発売開始！オンライン配信も決定！ 

～私立常和歌学園定期公演「ノヴァ」2022～ 

新アイドル楽曲や会場物販情報、リアル公演限定の NFT 入場者特典も明らかに 

https://twitter.com/prince_letters
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10 月 30（日）にところざわサクラタウン ジャパンパビリオンホール A にて開催される「『Prince 

Letter(s)! フロムアイドル』ストーリーライブ ～私立常和歌学園定期公演『ノヴァ』2022～」の一般発

売がいよいよ 10 月 14 日（金）18:00 より開始いたします。ボイスドラマ Prince Letter(s)!2nd 第 10.5

話の朗読劇や「アオハル」「STAr(s)!」の定期公演ノヴァ出場曲となる新アイドル楽曲の披露、アフター

トークではトークコーナーに加えて「私立常和歌学園男子部アイドル総選挙」の結果発表など、盛りだく

さんな内容をとなっており、登壇者、音声出演者合わせて 8 人の過去最多人数でお届けいたします。 

ストーリーライブとしての公演開催は今回で最後となり、円盤化、ダイジェスト映像制作の予定もござ

いません。ぜひこの機会にチケットをお買い求めください。 

 

チケット販売サイト 

リアル公演 

https://l-tike.com/event/mevent/?mid=665232 

オンライン公演(アーカイブ付) 

https://l-tike.zaiko.io/e/prince-letters-1030 

 
『Prince Letter(s)!  フロムアイドル』ストーリーライブ 

～私立常和歌学園 定期公演 『ノヴァ』2022～ 

 

■公演日時 
2022 年 10 月 30 日（日） 

物販販売開始：15:00～ 

ロビー開場：16:00～ 

客席開場：16:30～ 

開演：17:00～ 

※開演時間は変更の可能性があります。 
 ※公演時間 90～120分を予定 

 

■登壇者 

 ハルキ 役/矢野奨吾、アオイ 役/石井孝英、 

 yuzu 役/堀江瞬、冥王院シン 役/土岐隼一 

 桾沢リン 役/室元気 

  

 「私立常和歌学園男子部アイドル総選挙」プレゼンター 

 管理人 役/保志総一朗 

 

■音声出演 

 鏑木シュウ 役/豊永利行、鋳田須ナツトラ 役/増田俊樹 

 

■会場 

 ところざわサクラタウン ジャパンパビリオンホール A 

（〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 3 丁目 31-3） 

 ※JR 武蔵野線「東所沢」駅より徒歩 10 分 

  西武鉄道「所沢」駅よりバス 20 分 

https://tokorozawa-sakuratown.com/access.html 

 

 

■チケット発売受付時期 

一般発売：2022 年 10 月 14 日（金）18:00 ～ 10 月 30 日（日）16:59 

https://l-tike.com/event/mevent/?mid=665232 

 

https://l-tike.com/event/mevent/?mid=665232
https://l-tike.zaiko.io/e/prince-letters-1030
https://tokorozawa-sakuratown.com/access.html
https://l-tike.com/event/mevent/?mid=665232
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■チケット料金 

①グッズ付き学園外関係者鑑賞券（※数量限定／公式オリジナルペンライト 1 つ付き) 12,000 円(税

込) 

②学園外関係者鑑賞券 8,500 円(税込) 

 

≪オンライン≫ 

③学園外関係者オンライン鑑賞券 2,500円(税込) 

※アーカイブ視聴期間 1週間（11月 6日(日)23:59まで） 
https://l-tike.zaiko.io/e/prince-letters-1030 

 
■公演内容 
・朗読劇(第 10.5 話) 

・新アイドル楽曲披露 

・アフタートーク（トークコーナー・「私立常和歌学園男子部アイドル総選挙」結果発表あり） 

 ※公演内容は変更になる可能性がありますので、ご了承ください。 

 

■公演ホームページ 

https://www.prince-letters.jp/event/2/ 

 

 

 

「STAr(s)!」新アイドル楽曲「Like the LUNA」試聴開始！ 

    

「STAr(s)!」が「定期公演ノヴァ」で初披露する新アイドル楽曲「Like the LUNA」の試聴が 10 月 19 日

より開始いたします。 

初の yuzu メインの楽曲となっており、今までの雰囲気とは一味違う STAr(s)!にご期待ください。 

 

 

会場販売グッズ、会場限定の購入特典公開！ 

 

 
会場では撮りおろし衣裳カットを使用した新商品を販売します。また、会場限定で 5,000 円以上お買い

上げごとに柊虎、STAr⒮!、アオハル、桾沢リン 8 名の常和歌学園のアイドルが並んだオリジナルポスト

カードをプレゼント。裏面には彼らからのメッセージも！デザインは後日公式 Twitter にて発表。 

https://l-tike.zaiko.io/e/prince-letters-1030
https://www.prince-letters.jp/event/2/
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さらに、10,000 円以上お買い上げのお客様には、当日のアフタートークにてキャスト陣が着用する『ノ

ヴァ 2022 イベント T シャツ』をプレゼント。こちらは数量限定、先着順となります。 

 

 

来場者限定特典！「私立常和歌学園関係者 NFT」を無料配布！ 

 

公演会場にお越しのお客様限定で、来場特典として、「私立常和歌学園関係者 NFT」を無料配布します。 

尚、配布方法につきましては、会場にてご案内いたします。 

ストーリーライブとしては最後となる本公演限定の NFT となりますので、ぜひ現地まで足をお運びくだ

さい。 

 

 

＜『Prince Letter(s)! フロムアイドル』とは＞ 

松竹株式会社が展開する文通もできる二次元アイドルプロジェクト『Prince Letter(s)! フロムアイ

ドル』(通称プリエル)。 

「インターネット一切禁止」のアイドル育成機関【常和歌学園】に通う生徒たちが繰り広げる青春

群像劇。ボイスドラマ CD を中心に【ストーリーライブ】というリアルと連動したイベントも展開。

アイドルとして歌うアイドル楽曲とは別に、ポエトリーリーディング楽曲も歌唱。ポエトリーリー

ディングでは、彼らの心の内をエモーショナルに詠いあげています。 

 

＜2nd シーズン＞ 

アオイとハルキは、常和歌学園のトップアイドル『柊虎』の鏑木シュウの命令によって、インターネ

ット禁止の常和歌学園では異例の放送部としてインターネットを使ったアイドル活動をすることに。 

一方で、yuzu とシンはセンター不在の STAr⒮!を守りつつ、各々の仕事の幅を広げていた。 

放送部と STAr⒮!、そして柊虎。 

彼らが新たに紡ぐ物語。 
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◆キャラクター紹介（キャラクターデザイン：白皙（はくせき）） 

 

 

■ハルキ（はるき） CV：矢野奨吾 

「僕だって、あいつみたいな天才に生まれたかったよ」 

高等部一年生。3 月 6 日生まれ。B 型。 

鏑木シュウ主催のオーディションで優勝して常和歌学園男子部に 

転入してきた。 

放送部に所属している。 

 

 

■アオイ（あおい） CV：石井孝英 

「俺はたまたま受かっただけ。アイドルになんて、なれるはずがない」 

高等部一年生。4 月 2 日生まれ。O 型。 

記念受験をしたら常和歌学園男子部にたまたま合格した。 

そんな自分がアイドルを志していいのか迷っている。 

放送部に所属している。 

 

 

■yuzu（ゆず） CV：堀江瞬 

「プリンセス、ボクを応援してくれるよね？」 

高等部一年生。6 月 29 日生まれ。AB 型。 

幼少期から芸能活動を行ってきた。 

あることがきっかけで俳優ではなくアイドルの道に進むことに。 

プロ意識が高く、普段とは違う一面も……？ 

 

 

■冥王院シン（めいおういん しん） CV：土岐隼一 

「皆の望むアイドルに、なってみようと思う」 

高等部二年生。2 月 18 日生まれ。A 型。 

周囲の勧めでアイドル育成学校「常和歌学園」に入学した。 

アイドルとは何なのか、これから自分はどこを目指していくのか、 

常に自問自答している。 
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■鏑木シュウ（かぶらぎ しゅう） CV：豊永利行 

「待たせたね、仔猫ちゃん」 

高等部三年生。12 月 13 日生まれ。AB 型。 

現時点での常和歌学園男子部のトップアイドル、柊虎のメンバー。 

カッコよさもセクシーさも可愛らしさも持ち合わせ、気品あふれる 

立ち居振る舞いから「王子」と呼ばれることが多い。 

 

 

■鋳田須ナツトラ（いだす なつとら） CV：増田俊樹 

「お前のためなら、なんだってしてやる」 

高等部三年生。8 月 27 日生まれ。O 型。 

現時点での常和歌学園男子部のトップアイドル、柊虎のメンバー。 

いつも気だるげで眠そうだが、ステージにあがると一変ワイルドな 

パフォーマンスで魅了する。 

 

 

■亜月アキト（あづき あきと） CV：土田玲央 

「あいつのためにも、オレは夢を叶えなきゃ」 

高等部二年生。11 月 15 日生まれ。B 型。 

とある約束を叶えるため、宇宙一のアイドルを目指している。 

何事にもまっすぐな男の子。 

歌うことが好き。 

 

 

 

  

＜プロジェクト概要＞ 

タイトル： Prince Letter(s)! フロムアイドル 

企画・製作：松竹株式会社 

コピーライト表記：©フロムアイドル 

 

各キャラクター紹介や、ストーリーを公式 HP・公式 Twitter で公開中 

公式ホームページ https://www.prince-letters.jp/ 

公式 Twitter  https://twitter.com/prince_letters (＠prince_letters) 

公式 Instagram https://www.instagram.com/letter_prince/ (＠letter_prince) 

YouTube チャンネル https://www.youtube.com/channel/UC92n05BSTkHjn_KJdZm20Sg 

ニコニコチャンネル https://ch.nicovideo.jp/from-idol-prince 

 

 

 

 


