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想いを届けて、アイドルから自分だけへのアピールが受け取れる！ 

「Vivid
ヴィヴィッド

 Real
リ ア ル

 LIVE
ラ イ ブ

 ドリフェス！Ｒ ～Cross
ク ロ ス

 Dream
ド リ ー ム

 Tour
ツ ア ー

～」 
東京公演：2017年 10月 26日(木)～11月 26日(日) 

名古屋、大阪、広島でも開催決定！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ナムコは、現在アニメ好評先行配信中、10 月 6 日(金)よりテレビ放送開始の 5 次元アイドル応援プ

ロジェクト「ドリフェス！Ｒ」をテーマに、『Vivid Real LIVE ドリフェス！Ｒ ～Cross Dream Tour～』を開催

します。株式会社バンダイナムコエンターテインメントが開発した、自分の大好きな作品の世界に没入しなが

ら、キャラクターと双方向コミュニケーションが楽しめるモバイル VR システム「あいきゅんぶいあーる」で、

「ドリフェス！Ｒ」のアイドル「DearDream」や「KUROFUNE」のライブステージを楽しみながら、アイドル

へ熱い視線で『想い』を届けることで、自分だけに向けたアピールをアイドルから受け取ることができます。 

10 月 26 日(木)スタートの東京公演を皮切りに、名古屋、大阪、広島でも開催します。 
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※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。 
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◆コラボドリンク・フードが楽しめる！ 

アニメ登場のドリンクやパフェが登場！ 
◆ここでしか手に入らないイベント限定グッズも！ 

ライブ後のアイドルからのボイスメッセージが聴ける

缶バッジなどが登場！ 

▲DearDream の vivid color イルミネートパフェ 

「今日はクロスドリー

ムツアーに来てくれて

ありがとう！…」 

▲メッセージ缶バッジ 

http://www.namco.co.jp/


「Vivid Real LIVE ドリフェス！Ｒ ～Cross Dream Tour～」詳細 添付資料(1/2) 
◆自分だけのアピールを受け取れる！ 

 
VR チケットを購入することで、「DearDream」もしくは「KUROFUNE」のライブに参加することができます。

客席の最前列で、アイドルたちの圧倒的なパフォーマンスをお楽しみいただけます。 

ライブ中に好きなアイドルへ熱い視線(エール)を送り続けると、その想いに気づいてくれたり、ステージの上

から自分だけに送られる「スペシャルアピール」がもらえるチャンスが発生し、目の前に好きなアイドルがい

る臨場感をさらに味わうことができます。 

また、アイドルごとに異なる特別なアピールやアンコールをリクエストすることもでき、自分だけのライブを

より一層お楽しみいただくことができます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ライブ終了後のアイドルたちから、ファンへ向けたボイスメッセージが聴ける缶バッジや 

描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが登場！ 

 
メッセージ缶バッジの写真を専用ウェブサイトで撮ると、プリントされたコードが認識され、缶バッジの絵柄

のアイドルからここでしか聴くことのできない、「ライブ終了後のアイドルから来てくれたファンへのメッセ

ージ」を聴くことができます。 

他にもスマートフォンケースや描き下ろしイラストを使用した BIG アクリルスタンドなども販売します。 

 

 
※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。※価格は全て税込です。 

 

★VR チケット(1,000 円) ※ライブへのご参加には VR チケットのご購入が必須となります。 
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▲BIG アクリルスタンド(全 7 種) 
▲スマートフォンケース(全 2 種) 

仮画像 

▲メッセージ缶バッジ 

(全 7 種、クローズドパッケージ仕様) 

※メッセージの視聴には、 

カメラ付きスマートフォンによる専用サイトへ

のインターネットアクセスが必要となります。 

仮画像 

▲ライブ中イメージ ▲シチュアピイメージ 

★ドリアピリクエスト

(500 円) 

おなじみの各アイドル 

選りすぐりのアピールが

目の前で披露！ 

 

★シチュアピリクエスト 

(500 円) 

各アイドル渾身の 

シチュエーションアピール

を受けられる！ 

 

★アンコールリクエスト

(500 円) 

ここだけの特別なアピールも

見られる、夢の大ステージへ

ご招待！ 

★プレゼントリクエスト

(1,500 円) 

アイドルからプレゼントが

実際に手元に届く！ 

＋ 
下記リクエストを追加することで、さらにここでしか見られないライブが楽しめる！ 



「Vivid Real LIVE ドリフェス！Ｒ ～Cross Dream Tour～」詳細 添付資料(2/2) 
◆コラボドリンク＆フードが登場！ 
アイドルたちの衣装をモチーフにしたコラボドリンクや各ユニットモチーフのコラボフードがお楽しみいた

だけます。 
※『Vivid Real LIVE ドリフェス！Ｒ ～Cross Dream Tour～』開催会場によっては、コラボメニューが提供されない会場もござい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

オリジナルグッズ、コラボドリンク＆フード１会計 1,000 円ごとにメッセージカ

ード(全 21 種)をランダムで 1 枚プレゼント！ 

 

全 21 種の内、7 種はアイドルからのメッセージが入った特別仕様のカードです。 
   

◆名古屋、大阪、広島でも公演開催決定！ 
「Vivid Real LIVE ドリフェス！Ｒ ～Cross Dream Tour～」概要 

開催期間 東京公演開催会場 公演内容 

2017 年 10 月 26 日(木)～11 月

26 日(日) 

東京都千代田区外神田 3-1-16 ダイドーリミテッドビル 1F 

アニ ON STATION AKIHABARA 本店 

DearDream 

KUROFUNE 

公式ツイッター https://twitter.com/anion_akihabara 

開催期間 名古屋公演開催会場 公演内容 

2017 年 11 月 24 日(金)～2018

年 1 月 8 日(月・祝) 

愛知県名古屋市中区栄 3-32-6 BECOME SAKAE 7F 

なぞともカフェ名古屋栄店 

DearDream 

KUROFUNE 

公式ツイッター https://twitter.com/nazo_nagoya 

開催期間 大阪公演開催会場(なんば) 公演内容 

2017年 12月 8日(金)～2018年

1 月 8 日(月・祝) 

大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 なんばパークス 6F 

なぞともカフェ内 

アニ ON STATION なんばパークス店 

DearDream のみ 

公式ツイッター https://twitter.com/anion_namba 

開催期間 大阪公演開催会場(梅田) 公演内容 

2018 年 1 月 12 日(金)～ 

1 月 28 日(日) 

大阪府大阪市北区小松原町 3-3 OS ビル 1～3F 

namco 梅田店 

KUROFUNE のみ 

公式ツイッター https://twitter.com/namco_umeda 

開催期間 広島公演開催会場 公演内容 

2018 年 2 月 2 日(金)～ 

2 月 18 日(日) 

広島県広島市中区大手町 2-3-3 アニメイトビル 1F 

namco 広島紙屋町店 

DearDream 

KUROFUNE 

公式ツイッター https://twitter.com/namco_kamiyacho 

「Vivid Real LIVE ドリフェス！Ｒ ～Cross Dream Tour～」特設 HP ※VR ライブ体験は、 

事前予約が必要となります。 http://www.namco.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/dream-fes/ 

 

★コラボフード一例 

 

★コラボドリンク一例 

 

▲キャンディブロック★ 

サイダー 
 

▲ニューセイリング 

セサミミルク 

 

▲白黒ハッキリさせようぜ！ 

KUROFUNE 襲来オムライス 
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▲キミに笑顔を届けるよ！ 

５色のキラメキ☆ナポリタン 

アニメ「ドリフェス！Ｒ」

第 6 話で登場したスナッ

ク菓子をイメージしたト

ッピング★ 

https://twitter.com/anion_akihabara
https://twitter.com/nazo_nagoya
https://twitter.com/anion_namba
https://twitter.com/namco_umeda
https://twitter.com/namco_kamiyacho
http://www.namco.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/dream-fes/

