
 

株式会社 MAGES.（本社:東京都港区、代表取締役会長:志倉千代丸、代表取締役社長:本荘健吾）は、 

乙女向けブランド LOVE&ART が 2021 年 1 月 16 日（土）に開催する『LOVE＆ART FAMILY MTG 

ファン感謝祭 21』のイベントグッズデザイン公開&事前通信販売開始。ならびに、当日会場物販情

報を公開しましたことをお知らせいたします。 

 

 

豪華キャスト集結！絶対に見逃せない『LOVE＆ART FAMILY MTG ファン感謝祭 21』開催！！ 

本イベントは「B-PROJECT」「明治東亰恋伽」「WAVE!!」など様々なコンテンツを贈る MAGES.

の乙女向けブランド「LOVE&ART」作品に関わる声優や、アーティストの豪華キャストが 

総勢 18 名勢揃いするビッグイベント！ 

 

LOVE&ART のコンテンツに参加して頂いている LOVE&ART ファミリーのキャストの皆様がご登壇。 

「B-PROJECT」「明治東亰恋伽」「WAVE!!」などの 

MAGES.乙女向けブランド「LOVE&ART」 

2021 年 1 月 16 日開催の『LOVE＆ART FAMILY MTG ファン感謝祭 21』 

イベントグッズデザイン公開&事前通販受付開始！ 

当日会場物販情報公開！ 

LOVE＆ART 
Release Information 



各番組キャストが一緒になってトークやバラエティコーナーに挑戦！ 

Hi!Superb によるライブパートもお楽しみに！ 

 

 

開催日程：2021 年 1 月 16 日（土） 

開場 11:30 ／ 開演 12:30 

 

場所：TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン） 

東京都立川市緑町 3-3 N1 

 
主催：LOVE&ART／MAGES. 

 

【出演者（敬称略）】 
八代拓、花江夏樹、森久保祥太郎、柿原徹也、西山宏太朗、 
津田健次郎、岡本信彦、浪川大輔、KENN、住谷哲栄、土岐隼一、 
前野智昭、小笠原仁、Hi!Superb 
総合 MC：柳原哲也 
※Hi!Superb は公演内のライブパートのみ出演となります 

 

 

 

 

 

 

 

 



特製グッズデザイン公開！キャラアニ.com にて受注開始！ 

 

『LOVE＆ART FAMILY MTG ファン感謝祭 21』イベントグッズデザイン公開！ 

そして、本日 19:00 よりキャラアニ.com にて、事前通販の受付を開始いたしました。 

 

 

ダイコクセット 2021Winter ver. 
       
■価格：12,100 円（税込）  
■セット内容 
・トートバッグ 2021Winter ver.-ダイコク- 
・トレーディング SD 缶バッジ 2021Winter ver. 
(キタコレ・MooNs の 7 種コンプリートセット) 
 ・トレーディング SD アクリルスタンド 
 キーホルダー 2021Winter ver. 
(キタコレ・MooNs の 7 種コンプリートセット) 
・A4 ステッカー 2021Winter ver. 
  ※お一人様 5 セットまで 
 
 

 
ブレイブセット 2021Winter ver. 
  
■価格：12,100 円（税込）  
■セット内容 
・トートバッグ 2021Winter ver.-ブレイブ- 
・トレーディング SD 缶バッジ 2021Winter ver. 
(THRIVE・KiLLER KiNG の 7 種コンプリートセッ
ト) 
・トレーディング SD アクリルスタンド 
 キーホルダー 2021Winter ver. 
(THRIVE・KiLLER KiNG の 7 種コンプリートセッ
ト) 
・A4 ステッカー 2021Winter ver. 
  ※お一人様 5 セットまで 
 

 

トレーディング SD 缶バッジ 2021Winter ver. 
 

全 14 種 
■価格：550 円（税込）  
 
■サイズ：直径 54ｍｍ程度 
ホログラム加工入り 
※絵柄はお選びいただけません 
※お一人様 30 個まで 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

トレーディング SD アクリルスタンドキーホルダー 

2021Winter ver.  
 

全 14 種 

■価格：660 円（税込） 

■サイズ：W80×H130mm 程度 

※絵柄はお選びいただけません 

※お一人様 20 個まで 

 

 

 

 

A4 ステッカー 2021Winter ver. 
 

全 1 種 

■価格：550 円（税込） 

■サイズ：A4 2 枚組 

※お一人様 5 セットまで 

                 

 

 

 

 

 

 

トートバッグ 2021Winter ver.  
 

全 2 種 

■価格：3,300 円（税込） 

■サイズ：W320×H330×D160mm 程度 

※お一人様 5 個まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ペンライト LOVE&ART FAMILY MTG2021 ver. 
 

全 1 種 

■価格：3,850 円（税込） 

ライト 12 色発光 

※お一人様 5 個まで 

※プレミアム席チケット付属のものと同一商品です 

 

 

 

 

 

対象商品のお会計 5,000 円（税込）毎に、通販限定グッズ購入特典として「B-PROJECT NEW YEAR 

CARD（全 14 種・ランダム）」を 1 枚ランダムでプレゼント！ 

 

 

  

◆グッズ購入特典◆ 

B-PROJECT NEW YEAR CARD 

全 14 種 

■サイズ：148×105ｍｍ程度 

※メッセージ&複製サイン入り 

※複製サインはお選びいただけません 

※メッセージの内容は共通となります 

 

 

 

 

 

 

 

『LOVE&ART FAMILY MTG ファン感謝祭 21』当日物販情報公開！ 

 

『LOVE＆ART FAMILY MTG ファン感謝祭 21』では 1 月 16 日（土）9:30 より以下の 2
アイテムを会場物販にて販売！ 
 

ペンライト LOVE&ART FAMILY MTG2021 ver. 
 

全 1 種 

■価格：3,500 円（税込） ※イベント価格 

ライト 12 色発光 

※お一人様 5 個まで 

※プレミアム席チケット付属のものと同一商品です 

                   

 



マスク B-PROJECT ver. 

11 月 22 日、23 日に開催された「B-PROJECT 

REALMOTION LIVE2020」にて販売され 

人気の高かったマスクの販売決定！ 

B-PROJECTメンバーそれぞれのカラーとイニシ

ャル入りのマスクは、必需品！ 

 

■価格：600 円（税込） ※イベント価格 

■サイズ：120ｍｍ×360ｍｍ程度 

■素材：ポリエステル 100%                     

 

 

 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため物販については購入可能な時間、個数
に限りがあります。 
また、当日の状況により販売時間等の変更または会場物販中止となる可能性もございますの
で、イベント前に商品をお受け取りになりたいお客様は、12 月 22 日（火）23：59 まで 
実施するキャラアニ.com（http://www.chara- 
ani.com/pickup.aspx?p=familymtg2021_goods）での事前通販受付をご利用ください。 
 
※商品のお届けは 2021 年 1 月上旬～中旬（イベント前でのお届け）を予定しております。 
※新型コロナウィルスの影響や、大雪などの天候の影響により配送が遅れる場合がございま
す。予めご了承ください。 
※価格、購入制限数が販売店により異なる場合がございます。予めご了承ください。 

※価格表記は税込みのイベント価格となります。 
 
【当日物販受付時間】 
販売時間：9:30～18:00 
事前整理券の配布等はございませんが、待機列の状況によっては途中で整理券配布やお並び
頂く人数を制限させて頂く場合がございます。 
当日物販の注意事項詳細につきましては『LOVE＆ART FAMILY MTG ファン感謝祭 21』の
特設サイトをご参照ください。 
https://www.loveandart.jp/event/familymtg2021 
 

プレリザーブ先行抽選申込受付中！ 

12 月 14 日（月）23:59 まで『LOVE＆ART FAMILY MTG ファン感謝祭 21』のプレリザ

ーブ先行抽選申込受付中！ 
 
■LOVE＆ART FAMILY MTG ファン感謝祭 21 
 
・日時：2021 年 1 月 16 日（土）11:30 開場 12:30 開演 
・チケット券種： 
スタンダード席：8,580 円（税込） 
 
・プレリザーブ受付 URL 

http://www.chara-/


https://w.pia.jp/t/loveandart21/ 

 
・お申し込み方法 
 申込期間：12 月 4 日（金）18:00～12 月 14 日（月）23:59 
 抽選発表：12 月 16 日（水）18:00 頃 
 申込条件：1 申込につき 2 枚まで 
 
 
 
 

イベント概要 

 
■イベント名 
『LOVE＆ART FAMILY MTG ファン感謝祭 21』 開場：11:30 開演：12:30 
 
■会場 
TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン） 
 
■主催 
LOVE&ART/MAGES. 
 
■制作 
タブリエ・コミュニケーションズ株式会社 
 
■お問い合わせ 
【チケットに関するお問い合わせ】 

ぴあ：http://t.pia.jp/help/ 
 
【公演に関するお問い合わせ】 
ディスクガレージ：050-5533-0888(平日 12:00～15:00) 
※今後の状況により改めて時間変更となる場合があることを予めご了承ください。 

 詳しくは下記 URL をご確認ください。 
 https://diskgarage.com/ 
 
※なお、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によってはイベントを中止もしくは
延期させて頂く場合がございます。予めご了承ください。 
 

 

 

報道関係の皆様からのお問い合わせ先 

LOVE＆ART （株式会社 MAGES.）  コピーライト：©LOVE&ART 
〒108-0073 東京都港区三田 3-13-16 三田 43MT ビル 6F 
宣伝担当：IP ビジネス本部 
E-mail dp-ip-pr@mages.co.jp ／ TEL：03-6866-0715 


