
 

 

 2014年7月にアニメとアミューズメントゲームがスタートした「プリパラ」は、“女の子は誰でもアイドルにな
れる”というコンセプトと「トモチケ交換」が女児を中心に大きく支持を集め、2017年、誕生から4年目を迎え
ました。4年目となる今年は4月より新番組『アイドルタイムプリパラ』がテレビ東京ほかで放送開始となりま
す。 
 今回はこの『アイドルタイムプリパラ』に登場する「男子プリパラ」の情報、及びオープニングテーマを発
表いたします。 

プリパラ製作委員会 
http://ani.tv/pripara/ 

2017年3月4日 
NEWS RELEASE 

アイドルを目指す熱い気持ちが時間に変わる！ 
「アイドルタイム」カウントダウンスタート！  

 
4月新アニメ『アイドルタイムプリパラ』 

パパラ宿で人気の「男子プリパラ」情報公開！ 
さらにオープニングテーマ決定！ 

報道関係各位 

★『アイドルタイムプリパラ』の舞台パパラ宿は「男子プリパラ」が活躍する世界？！ 

 4月からテレビ東京ほかで放送開始される新番組『アイドルタイムプリパラ』。その舞台は、アイドルテー
マパーク「プリパラ」が新たにオープンする町「パパラ宿」。ところが、パパラ宿ではアイドルは男の子がや
るのが常識。 「いいね！」の代わりに「いいぜ！」が飛び交う、男子による男子のための「男子プリパラ」、
通称「ダンプリ」が人気を博していました。 
 そんな中、主人公の「らぁら」と「ゆい」は新しくオープンする女の子のための「プリパラ」を盛り上げること
ができるのか？！ 
  
 今回は、「ダンプリ」で活躍中の３人の男子アイドルチーム「WITH」の情報を公開いたします。彼らが本編
にどのように登場してくるのかは、4月4日放送開始の『アイドルタイムプリパラ』をぜひご覧ください！ 

ショウゴ（CV：山下誠一郎） 
アボカド学園中学部2年生の男の子。 
カッコかわいいルックスで人気を誇る。 

アサヒ（CV：小林竜之） 
アボカド学園高校部2年生。 
運動神経抜群で、ダンスが得意。 

コヨイ（CV：土田玲央） 
アボカド学園高校部2年生。 
歌が得意な『WITH』のリーダー。 

人気、実力ともにトップクラスの「男子プリパラ」アイドルチーム。 



 本日3月4日より公開の「劇場版プリパラ み～んなでかがやけ！キラリン☆スターライブ！」の中に、『アイ
ドルタイムプリパラ』の新主人公「夢川ゆい」がプリパラチェンジ前の姿で登場しています。ぜひスクリーンで
ご確認ください！ 
 またこの「劇場版プリパラ」で流れる楽曲「ぷりぱら★ララン」を、「アイドルおうえん上映会」で観客の皆さま
に一緒に踊ってもらう企画「み～んなで踊ろう！ぷりぱら★ララン アイドルおうえん団」では、応援大使の
わーすたがホームページ上で振り付け動画を公開しています。この動画の楽曲を歌っているのが、夢川ゆ
い役の伊達朱里紗さんになります。 
 振り付け動画では、ゆいの歌声を『アイドルタイムプリパラ』の放送に先駆けていち早く聴くことができます。 

★『アイドルタイムプリパラ』オープニングテーマに、わーすたの 
「Just be yourself」が決定！ 

＜わーすた（The World Standard）プロフィール＞ 

iDOL Street 第４弾グループ 

2015年3月29日結成。 

世界に照準を合わせ活動する、デジタルネイティブ世代アイドル。SNSとリア
ルアイドル活動を通じて世界にKAWAIIジャパンアイドルカル チャーを発信。
2015年3月結成。2015年5月メジャーデビューアルバム「The World Standard」
を発売し、代表曲である「いぬねこ。青春真っ盛り」が、CD未発売にもかかわ
らずデビュー前に2015年アイドル楽曲大賞インディーズ 部門で1位を獲得！
！SNS拡散で今ネットで話題の一大注目アイドル！ 

【特徴的な“ワールドスタンダード”な活動】 

国内アーティストでは珍しく、ライブイベントでスマホにて動画、写真撮影が可
能、ツイッターなどSNSでファンがアップロードし拡散を推奨している。 

 劇場版プリパラの主題歌である「Just be yourself」が『アイドルタイムプリパラ』のオープニングテーマに
起用されることが決定いたしました。 
 わーすたは「広く長く愛されているプリパラに、私たちわーすたも関わることが出来て、嬉しさで胸が
いっぱいです。私達もプリパラのアイドル達のように、元気や勇気を与えられるよう、精一杯盛り上げて
いけたらと思っています！「Just be yourself」は「ゆめかわ」をたくさん詰めた、とてもワクワクする可愛い
曲です！ 私たち自身、この歌を聞くとすごく勇気が湧いてきますし、それと同じように、たくさんの頑張っ
ている人の背中を押せるようなそんな曲になっていたら嬉しいです！」とコメントしており、新たなプリパラ
ワールドを華やかに彩ってくれそうです。  

★「劇場版プリパラ」に『アイドルタイムプリパラ』の主人公「夢川ゆい」が登場！ 

「劇場版プリパラ み～んなでかがやけ！ 
キラリン☆スターライブ！」 
■2017年3月4日（土）より全国ロードショー 
■公式HP http://pp-movie.com/ 
© Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / 劇場版プリパラKS製作
委員会 

夢川ゆい（CV：伊達朱里紗） 
アボカド学園小学部６年生の夢見ること
が大好きな、明るく活発な女の子。激しい
空想癖がある。空想していて学校に遅刻
するのは日常茶飯事。 
あらゆることに「ユメ」をつけるのが口癖。 
ご飯が大好き！ 

★「Just be yourself」 わーすた 3rdシングル／2017年4月19日発売決定！★ 
 
初回生産限定盤 1,000円（税込） 

[CD Only] AVCD-39354 

 

01.Just be yourself 

02.いぬねこ。青春真っ盛り 

03.Just be yourself（KARAOKE） 
※プリチケ（夢川ゆい 限定 

  サイリウムコーデ）封入 

※「アイドルタイムプリパラ」ジャケット 

 

 

 

通常盤 2,160円（税込） 
[CD＋Blu-ray]AVCD-39355/B 
 
01.Just be yourself 
02.NEW にゃーくにゃくにゃ水族館2 
03.約束だから 
04.いぬねこ。青春真っ盛り 
05.Just be yourself（Instrumental） 
06.NEW にゃーくにゃくにゃ水族館2（Instrumental） 
07.約束だから（Instrumental） 
08.いぬねこ。青春真っ盛り（Instrumental） 
 
[Blu-ray] 
・Just be yourself MUSIC VIDEO 
 

mu-moショップ  
イベント会場限定盤 1,000円（税込） 
AVZ1-39356～39361 全6種 
 
[ミュージックカード] 
01.Just be yourself 
02.NEW にゃーくにゃくにゃ水族館2 
03.約束だから 
04.いぬねこ。青春真っ盛り 



 『アイドルタイムプリパラ』の中に登場する『アイドルタイムマイク』と並ぶキーアイテム、それが『アイドル
ウォッチ』です。 
 本体に「ジュエル」をセットすると、アイドル気分が味わえる「アイドルタイムモード」がスタート！音と画面
の演出でアニメの変身シーンを再現でき、画面にアイドルたちからのメッセージが登場します。 
 また、「マスコットとなかよしモード」では、マスコットとコミュニケーションすることで、お店のゲーム筐体で
使える「トモチケ」を100種類以上集めることが可能。さらに本商品限定の「アイドルウォッチコーデ」5種も
ゲットでき、アニメの世界感ともゲームとも連動！アイドル体験が100％楽しめるアイテムです。 

◆アミューズメントゲーム『プリパラ』とは 
 2014年7月10日より展開を開始した、業界初カメラ搭載のアイドル体験ゲームです。
100円を入れ、写真撮影やライブ体験リズムゲームを遊ぶと、最後にゲームで使える
ファッションアイテムと、自分のキャラクターのアイドル名刺が印刷された「プリチケ」がも
らえます（1プレイ100円）。 
 この「プリチケ」のうち、アイドル名刺部分の「トモチケ」をパキッ！と折って切り離し、友
だち同士で交換するとお互いのキャラクターを自分のライブゲームに登場させることが
できます。 
 この最新技術とアナログ文化が融合した名刺交換遊び“トモチケ交換”は、チケットを
切り離す際のパキッ！という音から「パキる」と呼ばれ、女子小学生を中心にムーブメン
トとなっています。 
 
 『アイドルタイムプリパラ』アニメ放送開始に合わせて、ゲームもパワーアップいたしま
す。 

 現在放送中のアニメ『プリパラ』で活躍中の、「ガァルマゲドン」。天使
「みかん」と悪魔「あろま」の「アロマゲドン」に「ガァルル」が仲間入りし
た大人気３人チームです。この「ガァルマゲドン」のスピンオフ・ノベルが
4月に発刊されることになりました。 
 超個性的で一見ばらばらに見える３人の、強い絆や「ガァルル」誕生
の秘密、３人のライブや不思議なエピソードなどを外伝として綴っていま
す。 
 
 
『プリパラ ガァルマゲドン外伝～怪獣アイドル、ガァルル登場ガァル！～』 
■発売日：2017年4月25日予定 
■価格：800円（税抜） 
■作：桑原美保／表紙イラスト：辻永ひつじ 
■発行：小学館 

★夢の時間がたっぷり詰まった『プリパラアイドルウォッチ』発売！ 

『プリパラアイドルウォッチ』（ゆいver.／らぁらver.） 
■発売日：2017年7月6日予定 
■価格：全2種／各6,500円（税抜） 
■商品サイズ： W77×H95×D49㎜ 
■電池：アルカリ単４×３本（別売）／ジュエル1個付き 

ゆいver. らぁらver. 

★「ガァルマゲドン」のスピンオフ・ノベルが4月に登場！ 

※画面は開発中のものです 



 ◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先 
 
株式会社タカラトミーアーツ  
事業企画部 広報 
 
TEL：03-5680-4837／FAX：03-5680-4918 

 ◆本件に関するお客様からのお問い合わせ先 
 
タカラトミーアーツ お客様相談室（ナビダイヤル） 
TEL：0570-041173 
※IP電話・一部携帯電話、PHS及び海外からのお電話は 
03-5650-0033をご利用ください。 

http://www.takaratomy-arts.co.jp/ 

★アニメ『アイドルタイムプリパラ』番組概要 

み～んなあつまれ！アイドルはじめる時間だよ！ 
 
●ストーリー 

 小学6年生の「夢川ゆい」はアイドルになりたいと思っている「ゆめかわ」な女の子。
でも普通の女の子がアイドルになるなんて夢のまた夢のお話。友だちにも「いつまで
夢みてるの？」って言われちゃう… 

 そんなある日、自分たちの町にもアイドルテーマパーク「プリパラ」ができると知り、
大喜び。そんなとき、ゆいの通う学校に転校してきたのは、パラ宿でトップアイドルと
して知られる「真中らぁら」。ところが、らぁらはシステムエラーでプリパラチェンジして
も姿が変わらなくなっていた……。 

 新しいアイドルシステムにアップデートされたパパラ宿の「プリパラ」が舞台。はたし
てゆいは、自分が望むアイドルになれるのか？そして２人はパパラ宿のプリパラを
アイドルでいっぱいにすることができるのか？！ 

 

●スタッフ＆キャスト 
＜スタッフ＞ 
原作                        タカラトミーアーツ／シンソフィア 
アニメーション制作                     タツノコプロ・DONGWOO A & E 
監督                        森脇真琴   
シリーズ構成             土屋理敬 
キャラクターデザイン         原 将治 
音楽                   はまたけし 
 
＜キャスト＞ 
真中らぁら 茜屋日海夏 南みれぃ       芹澤 優 
夢川ゆい     伊達朱理紗   北条そふぃ  久保田未夢 
虹色にの     大地 葉       東堂シオン   山北早紀 
幸田みちる     山田唯菜          ドロシー・ウェスト  澁谷梓希 
                                                レオナ・ウェスト   若井友希    他 
 
 
●音楽 

＜オープニングテーマ＞  
「Just be yourself」／わーすた   レーベル：iDOL Street（2017年4月19日発売） 
 
●放送情報 
４月４日放送スタート テレビ東京系6局ネットにて毎週火曜 ゆうがた5:55～ 
４月１１日放送スタート BSジャパンにて毎週火曜 ゆうがた5:29～ 
 
※放送情報は都合により変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 

 
＜各社ホームページＵＲＬ＞ 
・タカラトミーアーツ  （ゲーム）http://pripara.jp/ 
    （グッズ） www.takaratomyarts.co.jp/specials/pripara/   
・テレビ東京（アニメ公式HP） http://ani.tv/pripara/ 
・エイベックス（DVD・CD公式HP） http://avex.jp/pripara/ 
 
＜Ｔｗｉｔｔｅｒ＞ 
アニメ公式 @pripara_PR   ／  ゲーム公式   @T_ARTS_PRETTY 
 
●コピーライト 
日本語  © Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / IPP製作委員会 
短縮  ©T2A/S/TX/IPP 
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