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「プリティーシリーズ」10周年記念プロジェクト始動！
歌、ダンス、おしゃれ、そして魔法！

魔法のカードが夢をかなえる

『ワッチャプリマジ！』
2021年10月よりテレビアニメ放送開始！＆

アミューズメントゲームスタート！

『ワッチャプリマジ！』ティザービジュアル

「プリティーシリーズ」は株式会社タカラトミーアーツと株式会社シンソフィアが共同開発したキッズアミューズメン
トゲームを原作としたアニメ作品シリーズです。
２０１１年４月にテレビアニメ『プリティーリズム・オーロラドリーム』が放送され、『プリティーリズム・ディアマイ

フューチャー』、『プリティーリズム・レインボーライブ』と３年間放送されました。その後、世界観を変え『プリパラ』
『アイドルタイムプリパラ』を計４年間展開、さらに『キラッとプリ☆チャン』が３年間放送されました。現在は、これま
での歴史を振り返る『プリティーオールフレンズセレクション』が放送中です。
この１０年間、様々な作品に形を変えながら「み～んなの夢を応援する」という一貫したコンセプトを継承し、全国

の小学生を中心に人気を博しました。また、映画、ライブ、舞台、スピンオフ作品などの展開で、幅広い層から支持
を集めています。

２０２０年から２０２１年にかけては「プリティーシリーズ」１０周年イヤーとして、記念プロジェクトが多数展開されて
います。そしてついに、「プリティーシリーズ」１０周年を記念した新コンテンツ『ワッチャプリマジ！』が誕生しました。
２０２１年１０月より、テレビ東京系６局ネットでアニメ放送開始、合わせてアミューズメントゲームも稼動いたします。
本日ティザービジュアルが発表になりました。



★アニメ『ワッチャプリマジ！』ストーリー
「プリマジ」、
それは歌とダンスとファッションで作り上げるエンターテイメント！
魔法のようにキラキラと輝くステージには秘密がありました。
そう、それは実は本当に「魔法」だったんです！

主人公、「陽比野まつり」は「プリマジ」にあこがれている中学一年生。
「プリマジ」が大好きなまつりは、いつか「プリマジ」に出場できる日を夢見ていました。
そんなとき突然現れた「みゃむ」から「プリマジ」にスカウトされることに！！
ライバルたちに負けないように2人で一緒に「プリマジ」のトップを目指します！

★キャラクター

みゃむ（CV：小池理子）
魔法界からやってきた魔法
使い！
元気いっぱいのトラブル
メーカー？！

『ワッチャプリマジ！』はこれまで「プリティーシリーズ」が大切にしてきたコンセプト「歌、ダンス、おしゃれ」に、新
たに「魔法」の要素が加わります。「プリティーシリーズ」の定番に、子どもたちが憧れる王道の「魔法」を組み合わ
せることで、新たなヒットを目指します。
制作は株式会社タツノコプロとDONGWOO A&Eによる共同制作です。総監督に、数多くの人気アニメを手掛けて

きた佐藤順一氏を起用。シリーズ構成はドラマなどを中心に活躍する坪田文氏が７年ぶりに本シリーズを担当しま
す。監督は１０年間シリーズに関わってきた小林浩輔氏が担当します。
『ワッチャプリマジ！』はテレビ東京系６局ネットで２０２１年１０月から放送開始です。

★アニメ『ワッチャプリマジ！』番組概要

【製作委員会参加企業】（５０音順）
エイベックス・ピクチャーズ株式会社／株式会社小学館／株式会社タカラトミーアーツ／株式会社タツノコプロ／株式会社テレビ東京
／Dongwoo A & E  CO., LTD ／株式会社日本アドシステムズ

■タイトル：『ワッチャプリマジ！』
■放送：２０２１年１０月アニメ放送開始 テレビ東京系６局ネットにて

■原作：タカラトミーアーツ／シンソフィア

■総監督：佐藤順一

■監督：小林浩輔

■チーフディレクター：Park Chi Man

■シリーズ構成：坪田 文

■キャラクター原案：梨本裕美（シンソフィア）

■キャラクターデザイン：戸田さやか

■CGディレクター：乙部善弘

■音楽：水谷広実

■音響監督：長崎行男

■アニメーション制作：タツノコプロ・Dongwoo A & E

■キャスト：陽比野まつり：廣瀬千夏／みゃむ：小池理子 ほか

■コピーライト：© Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＰＭ製作委員会

▴プリマジカード
コーデが宿った魔法のカード。
ライブをするときは、このカー
ドを使って着替える

◂コーデブック
プリマジカードが収納される魔
法の本。全てのプリマジ参加
者が持っている

■番組HP： http://ani.tv/primagi
■Twitter：アニメ公式 @PrettySeriesPR／ゲーム公式 @T_ARTS_PRETTY

陽比野まつり（CV：廣瀬千夏）
「プリマジ」とお祭りが大好き
な中学一年生。
マジになるとすごい力を発揮
する！

http://ani.tv/primaji


★光とタッチで「魔法体験」を実現する、AR時代の新アミューズメントゲーム誕生！
アニメの放送に合わせて、２０２１年１０月に、新型アミューズメントゲーム『ワッチャプリマジ！』が登場いたしま

す。『ワッチャプリマジ！』のマシンから配出される魔法のカード「プリマジカード」は、ゴールドのモチーフが施され
たクリア素材のカードにオンデマンド印刷をすることで、これまでのキッズアミューズメントゲームには見られな
かったステンドグラスのような美しさと透明感を実現しました。
この「プリマジカード」をゲームマシンの画面上のスタンドにセットすると、液晶画面のデジタル演出と連動して

カードが光り、「コーデ」が飛び出して“魔法の力”でコーデチェンジします。そのあとのリズムゲームでは、ボタン
を使った操作と、画面やカードをタッチすると現れる演出効果で、まるで魔法を使っているかのような臨場感のあ
るステージを楽しむことができます。さらに、ゲームと連動して画面横のイルミネーションが７色に光り輝き、より
魔法の世界観を盛り上げます。
新たなクリアカード印刷技術、新たなゲームシステムにより、デジタルの力でカードに命を吹き込むお店でしか

できない魔法体験を提供します。

■商品名：『ワッチャプリマジ！コーデブック』

■発売日：２０２１年１０月予定

■取扱い場所：全国の雑貨店、量販店の玩具売場、

インターネット通販ほか

★アニメに出てくる魔法の本を再現したグッズも発売決定！

▴画面上にカードをセットすると、
まるでカードに魔法がかかったような演出が発生

▴画面タッチで魔法を使う操作が
楽しめる

▴リズムゲームは、ボタンを
使って爽快に

▴プリマジカードで
コーデチェンジ

▴キラキラで楽しい
リズムゲーム

▴ラストは、素敵な
コーデをゲット

▴プロフカード
ユーザー情報を記録するカード。
自分のサインの書き込みも可能

▴プリマジカード
コーデが宿った魔法のカード。
プリマジをするときは、このカードを使っ
て着替える

■アミューズメントゲーム『ワッチャプリマジ！』

■稼動時期：２０２１年１０月より順次稼動予定

■HP：https://primagi.jp/

https://primagi.jp/


◆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
事業企画室 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

www.takaratomy-arts.co.jp

●アニメ『プリティーオールフレンズセレクション』番組概要
■タイトル：『プリティーオールフレンズセレクション』

■放送：
２０２１年６月６日（日）より
テレビ東京系６局ネットにて毎週日曜ごぜん１０:００～放送中
※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。

■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 

■コピーライト：

© Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＰＣＨ３製作委員会

■ストーリー：

桃山みらいが「プリティーシリーズ」の歴代アイドルやスタァの活躍を
紹介しながら、夢を目指してキラキラ輝くフレンズたちを応援します！

■キャスト
桃山（ももやま）みらい：林 鼓子 ほか

■番組ホームページ：ani.tv/pretty10th/
■「プリティーシリーズ」10周年特設ホームページ：www.takaratomy-arts.co.jp/specials/pretty10th

★オーディションの優勝者はアニメ『ワッチャプリマジ！』に出演！
「プリティーシリーズ」10周年を記念して募集をした「NEXT声優アーティストオーディション」。約１,５００名の応

募者の中から審査が進んでおり、このオーディションの優勝者が２０２１年１０月から放送のアニメ『ワッチャプリ
マジ！』で声優デビューすることが決定しました。
オーディションの様子はYouTubeの「ちゃおチャンネル」で６月２7日（日）から配信いたします。

■ちゃおチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCZhYK0Hm4SEjU-L_bm-mgPw

◆本イベントに関するお問い合わせ先 エイベックス・ピクチャーズ株式会社 宣伝ユニット

『キラッとプリ☆チャン』単独ライブ・『プリパラ』単独ライブ情報
８月２２日（日）『キラッとプリ☆チャン』単独ライブ「Welcome to プリ☆チャンランド!」、９月２５日（土）『プリパラ』単独ライ

ブ「プリパラフレンドシップ オータムライブ2021」が開催！出演キャスト＆イベントロゴを解禁しました！CD・DVD公式HP
にて本日６月２４日（木）１９時よりチケット先行開始！詳しくはCD・DVD公式HPをご確認ください。

■『キラッとプリ☆チャン』単独ライブ「Welcome to プリ☆チャンランド!」
２０２０年のプリ☆チャン単独ライブ「Hello! プリ☆チャンワールド」に続き、２０２１年も単独ライブ
の開催が決定！おしゃまトリックスも初出演♪
▶日程・会場
２０２１年８月２２日（日） 中野サンプラザ
昼の部：【開場】13:00 【開演】14:00/夜の部：【開場】17:00 【開演】18:00
▶出演キャスト・チケット詳細：
https://avex.jp/prichan/news/detail.php?id=1092306&artist_cd=KIRAP

■『プリパラ』単独ライブ「プリパラフレンドシップ オータムライブ2021」
TVアニメ『プリパラ』シリーズの豪華キャストが大集合！あじみ・DARKNIGHTMAREも出演決定‼
▶日程・会場
２０２１年９月２５日（土） J：COMホール八王子
昼の部：【開場】13:00 【開演】14:00/夜の部：【開場】17:00 【開演】18:00
▶出演キャスト・チケット詳細：
https://avex.jp/pripara/news/detail.php?id=1092308&artist_cd=PRIP2

http://ani.tv/pretty10th/
http://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/pretty10th
https://www.youtube.com/channel/UCZhYK0Hm4SEjU-L_bm-mgPw
https://avex.jp/prichan/news/detail.php?id=1092306&artist_cd=KIRAP
https://avex.jp/pripara/news/detail.php?id=1092308&artist_cd=PRIP2


●「プリティーシリーズ」歴代作品

2010年
プリティーリズム・ミニスカート

2011年
プリティーリズム・オーロラドリーム

2012年
プリティーリズム・ディアマイフューチャー

2013年
プリティーリズム・レインボーライブ

2014年
プリパラ

2015年
プリパラ シーズン２

2016年
プリパラ シーズン３

2016年
KING OF PRISM
by PrettyRhythm

2017年
アイドルタイムプリパラ

2018年
キラッとプリ☆チャン

2019年
キラッとプリ☆チャン シーズン２

2020年
キラッとプリ☆チャン シーズン３

2019年
KING OF PRISM

-Shiny Seven Stars-

2017年
KING OF PRISM

-PRIDE the HERO-

スピンオフ作品も人気！

© Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / 
テレビ東京 / PSプロジェクト
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