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  番組と 商品・ショップ・イベント がリアルに連動した 「ライブ・フィット・アニメ」！ 

   「プリティーリズム オーロラドリーム」 ４月より放送開始 のご案内  
小学生女児向け 

新番組  

おしゃれ、歌、ダンス・・・。 夢に向かって頑張る女の子の「ガールズパワー」を応援！ 

株式会社タカラトミー 

 
株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山幹太郎／東京都葛飾区）は、オリジナルコンテンツ

である、小学生女児向けのゲーム筐体『プリティーリズム』を原作とした新番組『プリティーリズム  

オーロラドリーム』（２０１１年４月からテレビ東京系６局ネット＋ＢＳジャパンにて全国で放送開始

予定）の製作委員会※1 に参加いたします。タカラトミーグループは、当コンテンツの玩具を中心に、

アパレル、雑貨など幅広い商品開発やライセンスビジネスを展開し、国内年間市場規模８５億円を  

目指します。また、製作委員会メンバーである、韓国最大手の玩具メーカー株式会社ソノコンは、     

２０１１年夏以降より韓国での番組放送、関連商品の発売など、本格的な事業展開を開始いたします。 

 

新番組『プリティーリズム オーロラドリーム』は、ストーリー、商品、ショップ、イベントにおい

て、番組内で起きたことと現実の世界がリアルに連動した番組スタイル「ライブ・フィット・アニメ」

がコンセプトとなっており、夢に向かって頑張る女の子の「ガールズパワー」を応援してまいります。 

 

★ 番組  「おしゃれ」「ダンス」「歌」情報満載！アニメと実写が組み合わさった新感覚番組♪ 

『プリティーリズム オーロラドリーム』は、アニメと実写で構成された、「女の子ひとりひとりが  

持つ様々な個性をいろいろな体験を通して磨き上げ、成長し夢をかなえる参加型番組」です。アイド

ルを目指す女の子のストーリーを、「おしゃれ」「ダンス」「歌」の要素を交えて、アニメだけではなく、

実写の情報コーナーでも訴求します。実写の情報コーナーでは、アニメの主人公と同年代のアイドル

を目指す女の子たちが、アニメと連動したイベントや流行情報をお届けするナビゲーターとして出演

します。また、彼女たちが成長し、アイドルとしてデビューするまでの試練を追いかけていきます。 

 

★ 商品  アニメで描かれる人気ブランドを玩具・アパレル・雑貨で実際に商品化！筐体もリニューアル♪ 

タカラトミーグループは、番組内に登場する「キラキラな女の子の夢と憧れのライフスタイルを  

かなえる」をコンセプトにしたブランド『Prism Stone』（プリズムストーン）を実際に立ち上げ、     

玩具※2 をはじめ、アパレル（株式会社ティンカーベルより）、ぬいぐるみ及び雑貨（株式会社タカラ

トミーアーツより）なども発売し、ブランドを充実させていきます。当事業のパートナー企業である、

株式会社シンソフィアとの共同開発により、ゲーム筐体をアニメ仕様にリニューアルし※3、エイベッ

クス・エンタテインメント株式会社からはＤＶＤを、株式会社小学館からは書籍を発売します。 

 

★ ショップ  アニメで描かれる人気ショップ『Prism Stone』を、情報拠点として現実の世界でもオープン♪ 

 番組内に登場する、主人公が大好きな人気ブラン

ド『Prism Stone』が、実際のショップ（店舗）   

として２０１１年４月末に、横浜ランドマークタワ

ー内・ランドマークプラザにオープンいたします。 

番組内のショップと、現実の世界のショップを、 

商品やイベントでリアルタイムに相互連動させる

ことで、視聴者が「行ってみたい！」と思った   

ショップのイメージを現実にしていきます。   

ショップ限定グッズも販売し、女の子の情報発信 

拠点として活用してまいります。 

 

★ イベント  視聴者参加型番組！オーディションに参加して番組に出演♪ 

 女の子の夢を叶えるために、株式会社タカラトミー、エイベックス・エンタテインメント株式会社、

株式会社小学館、株式会社テレビ東京など、本番組に携わる企業が連携して、本番組に出演する   

機会が与えられるオーディションを開催します。 
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『プリティーリズム』は、株式会社集英社の女児向けコミック誌『りぼん』での漫画連載（２０１

０年７月より連載開始）に加えて、新番組『プリティーリズム オーロラドリーム』の放送開始に伴い、

３月より新たに株式会社小学館の女児向けコミック誌『ちゃお』でも漫画連載をスタートし、    

ターゲットの小学生中～高学年女児に人気の２つのコミック誌から情報を発信してまいります。 

 

昨年来、ガールズアイドルグループが社会現象になったり、「女子会」が流行語になったりと、   

経済的にも、文化的にも女の子が持つ「ガールズパワー」が注目されています。人々は、こんな時代

だからこそ、夢に向かって頑張る等身大の女の子に自分の姿を重ね、彼女たちが成長する姿に感動し

たり、応援したりすることによって「心の元気」を得ていると考えられています。２０１０年７月   

から展開中のゲーム筐体『プリティーリズム』は、ファッションやダンスがテーマで、アイドルとい

う夢を目指す女の子が主人公のゲームです。タカラトミーは新番組『プリティーリズム オーロラドリ

ーム』を通じて、女の子が夢を育てる活動を応援し、そんな女の子のガールズパワーが日本中を   

元気にするような企画を提案してまいります。 

 

 

 

【『プリティーリズム オーロラドリーム』番組概要】 
 
■タイトル：プリティーリズム オーロラドリーム 
■放送：2011 年 4 月よりテレビ東京系 6 局ネット 

＋ＢＳジャパンにて全国放送開始 
■ターゲット：小学校女児 中～高学年 
■原作：株式会社タカラトミー/株式会社シンソフィア 
■制作：株式会社竜の子プロダクション 
■監督：菱田正和 
■音響監督：長崎行男 
■シリーズ構成：赤尾でこ 
■キャラクターデザイン：渡辺明夫 
■音楽：長岡成貢 
■オープニング主題歌：「You May Dream」 / ＬＩＳＰ（阿澄佳奈・片岡あづさ・原紗友里） 

春音あいら   天宮りずむ     高峰みおん  

■エンディング歌唱アーティスト：SUPER☆GiRLS 
■声優：春音あいら役＝阿澄佳奈 （ＬＩＳＰ）、天宮りずむ役＝原紗友里 （ＬＩＳＰ）、 

高峰みおん役＝片岡あづさ （ＬＩＳＰ） 
■コピーライト：© ＴＯＭＹ / syn Sophia / テレビ東京 / PRA 製作委員会 

■ストーリー：ダンススケート、おしゃれコーディネート、歌が三位一体になった新しいダンススケートショー
『プリズムショー』に出演するプリズムスターは技術・センス・歌唱力、そして人気と、すべてを求められるスー
パーアイドル。そのトップ「プリズムクイーン」を目指す女の子「あいら」と「りずむ」が、ときにはケンカしたり、と
きには気になる男の子にドキドキしたり、ときには悩んだりしながら、ダンスや、歌や、ファッションセンスを  
磨いて「プリズムショー」を通してお互いの夢を追いかけてゆくストーリー。 

 

※1【製作委員会に参加している企業】（５０音順） 

■エイベックス・エンタテインメント株式会社  
■株式会社小学館 
■株式会社シンソフィア 
■株式会社ソノコン 
■株式会社タカラトミー 
■株式会社竜の子プロダクション 
■株式会社テレビ東京 
■株式会社日本アドシステムズ 
 

※3【ゲーム筐体のリニューアルについて】 
番組の放送開始にあわせて、ゲーム筐体もアニメ仕様にリニューアルします！ 
■リニューアルポイント①  
 新ヒロインの『あいら』がゲームに新登場！ 
■リニューアルポイント②  

番組内で登場したコーディネートをゲームで再現！ 
■リニューアルポイント③  

アニメの主題歌が新ステージに登場！ 
■リニューアルポイント④  
 「２人同時プレイモード」が新登場！ 
 あいら      りずむ  

ゲーム画面 

© ＴＯＭＹ / syn Sophia   © ＴＯＭＹ / syn Sophia / テレビ東京 / PRA 製作委員会  注）画像は現在開発中のものです。



※2【タカラトミーグループから発売！新ブランド『Prism Stone』の新商品について】 
 

■プリズムミルフィーカード Vol.1（タカラトミー） 
価格：399 円（税込） 発売：2011 年 4 月発売予定 

透明カードを重ね合わせて、いろいろなコーディネートが楽しめる

『プリティーリズム オーロラドリーム』のキャラクターのコレクション

カードです。ドレスデザインはアニメ・ゲームと完全連動、たくさん

集めてベストコーデを完成させます。他にも、アニメの中の代表的

なコーデが楽しめるスターターセット（価格：1,575 円、2011 年 4 月

発売予定）や、ミルフィーカードのファイル（2 種、価格：各 997 円、

2011 年 4 月発売予定）も発売いたします。 

 

■ＮＥＷプリズムストーンプチファイル 

（タカラトミー） 
価格：各 500 円（税込） 発売：2011 年 4 月発売予定 

ゲーム筐体で使うプリズムストーンを収納するミニファイル（4 種）で

す。デザインは、アニメ内で登場するマスコット『ラビチ』と『ベアチ』

をモチーフにしたものや、『Prism Stone』のブランドロゴの 4 種類で

す。同じくプリズムストーンを収納するトランクも発売（価格：各 2,625

円、2011 年 4 月発売予定）します。 

 

■Ｍサイズぬいぐるみ（タカラトミーアーツ） 
価格：各 3,000 円（税込） 発売：2011 年 4 月発売予定 

アニメ内で登場するマスコット『ラビチ』と『ベアチ』をモチーフにし

た、高さ 28 センチのぬいぐるみ。高さ 20 センチのＳサイズ（価格：

各 1,500 円、2011 年 4 月発売予定）や、ボールチェーンマスコット

（価格：各 880 円、2011 年 4 月発売予定）も発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ラビチ     ベアチ  

 2011 年夏より、ダンス・おしゃれをテーマに、本格的な玩具展開を順次開始！ 

 

【アミューズメントゲーム『プリティーリズム』とは】 
『プリティーリズム』は、２０１０年７月より稼動している女児向けゲーム筐体から誕生したタカラトミー、   

シンソフィア共同制作によるオリジナルコンテンツです。ゲーム筐体『プリティーリズム』（１プレイ１００円）は、
女の子が大好きな「おしゃれ」「ダンス」「歌」の要素を盛り込んだゲーム内容となっており、おしゃれアイテムが
描かれた『プリズムストーン』を組み合わせて、スタイリスト気分で楽しむ「ファッションコーディネート遊び」と、
フィギュアスケートやストリートダンスを中心とした爽快感あるダンスを疑似体験することができる「リズム   
遊び」で得点を獲得します。女児向けコミック誌『りぼん』では、漫画が連載中（２０１０年７月より連載開始）で、
また、ＡＫＢ４８のユニット『ミニスカート』とのコラボレーションを昨年７月に発表し、彼女たちがキャラクターとし
てゲームに登場する『プリティーリズム・ミニスカート』として稼動しています。現在約２０００台が全国にて   
稼動中で、８～１０歳の女児を中心に楽しまれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜報道各位から本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社タカラトミー 広報部 

TEL:03－5654-1280 ／ ＦＡＸ:03-5654-1380 

＜読者から商品に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社タカラトミー お客様相談室 

ＴＥＬ:03-5650-1031 

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

硬貨を投入すると、プリズムストーンがランダムに１個 

排出されます。プリズムストーンの裏面にはトップス・ 

ボトム・シューズなどのファッションアイテムが描かれ 

ており、プリズムストーンを筐体にはめると、キャラクタ

ーの着せ替えが可能です。  

音楽に合わせてキャラクターがかっこいいダンスを踊ります。 

画面の指示に合わせてボタンを押すと、ジャンプや回転などの技が決まります。 
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【参考資料】 

新番組「プリティーリズム オーロラドリーム」 

        ｢ＬＩＳＰ」、           「ＳＵＰＥＲ☆ＧiＲＬＳ」に決定！  

 

エンディング曲は

ガールズグループ声優メインキャストに 

オープニング主題歌＆ 

                                                
エイベックス・エンタテインメント株式会社

新番組「プリティーリズム オーロラドリーム」のオープニング主題歌は、「DIVEⅡentertainment」レーベルよ
り、今話題の声優ユニット「ＬＩＳＰ」が担当します。声優としてもメインキャストに決定し、春音あいら役に阿澄佳
奈、天宮りずむ役に原紗友里、高峰みおん役に片岡あづさが担当し、番組を盛り上げます。 
（※プロフィール詳細は、①参照 掲載時の注意事項がございますのでご確認お願い致します。） 
 

当番組のエンディングには、エイベックス初のアイドルグループ「SUPER☆GiRLS」が担当。「エイベックスア
イドルオーディション 2010」にて全国 7,000 名の中から選ばれた 12 名で結成されており、エイベックスのアイド
ル専用レーベル「iDOL Street」の第 1 弾アイドルとして、2010 年 12 月 22 日にアルバム「超絶少女」でメジャー
デビューいたしました。昨年の結成以来、多岐に渡る露出でアイドル戦国時代に頭角を表し、2011 年の飛躍
が期待されているアイドルグループです。2011 年 3 月 23 日には、1st シングル「がんばって 青春」をリリース  
予定です。（※プロフィールは、詳細別紙参照。） 

 

声優ユニット「ＬＩＳＰ（リスプ）」について 

 

阿澄佳奈 
誕生日：8 月 12 日 

【主な出演作】 

「ひだまりスケッチ」シリーズ ゆの役、 

「神のみぞ知るセカイ」小阪ちひろ役、 

「アマガミ SS」橘美也役、 

「WORKING!!」種島ぽぷら役、 

「うみものがたり ～あなたがいてくれたコト～」マリン役、 

「しゅごキャラ!」シリーズ ラン役、他多数。 

第 3 回声優アワード新人女優賞受賞。 

 

原紗友里 
誕生日：11 月 5 日 

【主な出演作】 

「ささめきこと」古鷹加子役、 

「劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール 幻影の覇者」 

ゾロアークレ ディバ役、 

「ドルアーガの塔 ～the Sword of URUK～」 

スペキュラ・エクス・マキナ役、など。 

 

片岡あづさ 
誕生日：3 月 16 日 

【主な出演作】 

「おねがいマイメロディ」シリーズ夢野歌役、 

「ジュエルペット てぃんくる☆」沙羅役、 

「侵略!イカ娘」斉藤渚役、 
声優ユニット「ＬＩＳＰ」 

「とある魔術の禁書目録 II」アンジェレネ役、 他多数。 （左から：片岡あづさ、阿澄佳奈、原紗友里） 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
【ご注意】 
本ユニットの所属レーベルは、「DIVEⅡentertainment （ダイブトゥーエンタテインメント）」になります。 
※スペース無しでの表記でお願いします。シングルリリースに関しても、「DIVEⅡentertainment」名義となりますので、 
 お間違いなきようご注意ください。 
※ＬＩＳＰに関する記事において、エイベックス・エンタテインメントおよびエイベックスの表記はお控えください。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
＜報道各位から「LISP」、「SUPER☆GiRLS」に関するお問い合わせ先＞ 

 
エイベックス・エンタテインメント株式会社 映像事業本部 宣伝部 宣伝プロデュ-スルーム 

TEL：03-5413-8992 FAX:03-5413-8879 


	☆最終稿☆Ｒ）「プリティーリズム・オーロラドリーム」リリース

