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株式会社タカラトミー

報道関係各位

『アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！』に続く 『ガールズ×ヒロイン！』シリーズ第2弾

「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」 放送決定！
2018年春、テレビ東京系にて放送スタート
2018年春からテレビ東京系にて、女児向け特撮テレ
ビシリーズ「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」の放
送開始が決定しました。株式会社タカラトミー(代表取
締役社長：小島一洋/所在地：東京都葛飾区)では、映
像製作会社OLMと共同で原作を担当すると共に玩具
開発、販売を担当してまいります。
本作品のテーマは“魔法×戦士”。「魔法使いが魔法
とダンスの力で悪を倒し、人々の夢、そして世界の平和
を守るライブ型NEW特撮ヒロインストーリー」となってお
り、前作の『アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！』と同
様に最新のVFX※をふんだんに駆使した“全く新しい女
児向け特撮テレビドラマシリーズ”です。
前作に引き続き、監督および総監督はジャンルを問
わず数多くの作品を発表し、幅広い層からの支持を得
ている三池崇史氏が、魔法戦士の核となるダンスや振
り付けの監修はexpgが担当しています。
また、オーディションによって選ばれたマジマジョピュ
アーズ！（主役3人）の他にも、2017年のCMキング・遠
藤憲一さん、篠田麻里子さん、栗原類さん、佐藤江梨
子さんなどバラエティに富んだ豪華キャストの面々が物
語を彩ります。さらに登場キャラクター・モコニャンの
キャラクターボイス（CV）には、日本アカデミー賞女優
の安藤サクラさんを起用しております。
加えて玩具展開としては、タカラトミーよりマジマジョ
ピュアーズ！が劇中で使用するアイテムやキャラクター
アイテムの発売を予定しております。データ放送連動
の最新技術を取り入れた玩具も登場します。さらに、小
学館各誌での連載企画など、今作でも各業界のスペ
シャリストが集まり様々なメディアミックスを展開いたし
ます。
※VFX…コンピューター上でCGを用いて作成した特殊な効果映像

■ ストーリー
中学校の入学式の日、不思議な力に導かれ、魔法戦士マジマジョピュアーズ！の一員になったモモカ。
仲間とともに魔法を使って戦い、人々の夢を奪う邪魔界に立ち向かっていく！
合言葉は、きらめく魔法でピュアライズ！

＜ 「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」 概要 ＞
■キャスト
＜ マジマジョピュアーズ！： 役名／キャスト ＞

愛乃モモカ
（三好佑季）

白雪リン
（隅谷百花）

魔法界から来た妖精

花守ミツキ
（鶴屋美咲）

モコニャン
（CV：安藤サクラ）

＜ その他キャスト ： 役名／キャスト ＞

ティアラ
（篠田麻里子）

ムリ太郎
（栗原類）

邪魔男爵
（遠藤憲一）

愛乃梨々花
（佐藤江梨子）

愛乃 モモカ（明るく元気な『ハート』の魔法戦士。口癖は「それって、マジカル！」）：三好 佑季
白雪 リン（成績優秀で物静かな『フローズン』の魔法戦士。口癖は「これはミステリーです。」） ：隅谷 百花
花守 ミツキ（運動神経抜群の『フラワー』の魔法戦士。口癖は「ハッピーハナマル！」）：鶴屋 美咲
モコニャン（魔法界から来た妖精）：安藤 サクラ（CV）
ティアラ（ジュエルショップ「てぃあら」の店長さん）：篠田 麻里子
ムリ太郎（邪魔邪魔団のメンバー）：栗原 類
ムダ子（邪魔邪魔団のメンバー）：三木 アコスヤ
ダメ之丞（邪魔邪魔団のメンバー）：藤木 修
邪魔男爵（邪魔邪魔団のボス）：遠藤 憲一
中原 萌（モモカたちのクラスメイト）：荒川 ひなた
平野 菜々美（モモカたちのクラスメイト）：松澤 可苑
小田原 カイト（モモカたちのクラスメイト）：下川 恭平
小池 輝樹（サッカー部の先輩）：髙橋 楓翔
大町 秀雄（モモカのクラスの担任の先生）：渡辺 裕太
愛乃 梨々花（モモカの母）：佐藤 江梨子
愛乃 誠（モモカの父）：中山 祐一朗
愛乃 スミレ（モモカの妹）：吉澤 梨里花
その他、劇中の敵役「アキラメスト」として毎回ゲスト俳優が参加。
南 法子（第１話ゲスト、バレエの先生）：南 明奈

＜ 「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」 概要 ＞
■制作スタッフ
【総監督・監督】

三池 崇史

【監督】

横井
倉橋
西海
山本
田所
中村

【オープニング・エンディング演出】
【コンセプトストーリー】
【シリーズ構成・脚本】
【脚本】

【音楽】
【撮影】
【照明】
【美術】
【キャラクタースーパーバイザー】
【制作プロダクション】

健司
龍介
謙一郎
英之
貴司
雅

藤平 久子
青木 万央
松井 香奈
中園 勇也
遠藤 浩二
北 信康
松本 貴之
渡部 嘉
田中 利夫
前田 陽
前田 勇弥
OLM

「妖怪大戦争」（’05）、「ヤッターマン」（’09）、「十三人の刺客」（’10）、
「忍たま乱太郎」（’11）、「土竜の唄」シリーズ（’14/16）、
「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 第一章」（’17）など
「ハッピーネガティブマリッジ」（’14）、「映画 妖怪ウォッチ」（’16）、
「アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！」（’17）
「彼岸島」（’13）、「初森ベマーズ」（’15）、「映画 チェリーボーイズ」（’18）
「オカンの嫁入り」（’10）（助監督）、「エヴェレスト」（’16）（プロデューサー補）
「リフレイン/三代目 J Soul Brothers」 （’11）、「恋をする/中島美嘉」（’17）
「スキヤキ・ウエスタンジャンゴ」（脚本）（’07）、「どろろ」（脚本）（’07）、
「トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド 機動救急警察」（’17）
「愛を歌うより俺に溺れろ」（’12）、「牙狼テレビシリーズ」（’14）
「豆腐小僧」（’11）、「テラフォーマーズ/新たなる希望」(‘16)
「少女」（’16）、「傷だらけの悪魔」（’17）、 「紅い欅 富岡製糸場物語」（’17）
「サザエさん」（’13-）、「ぼのぼの」（’16-）、「100万円の女たち」（’17）
「とと姉ちゃん」（’16）、「無限の住人」（’17）
「風に立つライオン」（’14）、「無限の住人」（’16）、「ラプラスの魔女」（‘18）
「無限の住人」（’17）（撮影助手）、「ジョジョの奇妙な冒険」（’17）（撮影助手）
「エヴェレスト」（’16）、「ジョジョの奇妙な冒険」（‘17）
「スープオペラ」（’10）、「さいはてにて」（’14）、「トットちゃん！」（’17）
「アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず」（’17）
「寄生獣シリーズ」（’14/15）、「シン・ゴジラ」（’16）、「無限の住人」（’17）
「クローズZERO」シリーズ（’07/09） 、「ヤッターマン」（’09）、
「十三人の刺客」（’10）、「忍たま乱太郎」（’11）、 「藁の楯 わらのたて」（’13）、
「土竜の唄」シリーズ（’14/16）、「風に立つライオン」（’14）、
「映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン！」（’17）など

■表記関連
＜放送情報＞
2018年春からテレビ東京系にて放送スタート

＜作品概要＞
番組タイトル：「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」
ジャンル：ライブ型NEW特撮ヒロインストーリー
製作：マジマジョピュアーズ！製作委員会

＜WEBサイト・SNS＞
サイトURL：http://majopure.jp
Twitterアカウント名：魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！
Facebookアカウント名：魔法戦士 マジマジョピュアーズ！
Instagramアカウント名：majopure

＜著作権表記＞
国内：© ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／マジマジョピュアーズ！製作委員会・テレビ東京
（©の後ろ半角スペース、その他すべて全角）
海外：© ＴＯＭＹ・ＯＬＭ/Magimajyo Pures Project・TV TOKYO
（©の後ろ半角スペ―ス、全角表記/以降半角）
国内略称：©T·O/MP･TX
海外略称：©T·O/MP・TX
（©の後ろスペースなし、すべて半角英字）

＜タイトルロゴ＞
・日本語表記

＜ 「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」 その他施策紹介＞
■メインアイテム玩具
タカラトミーよりそれぞれ今春発売予定。
ジュエルをかざすだけで変身や魔法遊びを楽しめます。
●「マジョカポルテ」
モモカ、リン、ミツキが「マジマジョピュアーズ！」に変身する
ための魔法のアイテム。

▲マジョカポルテ
●「マジョカルミナ」
「マジマジョピュアーズ！」が「アキラメスト」を「ピュアライズ」
するための魔法のアイテム。
●「マジョカジュエル」
マジョカポルテやマジョカルミナに魔法の力を与えるジュエル。

▲マジョカルミナ

▲マジョカジュエル

■データ放送施策
テレビ東京系での番組放送中にデータ放送を起動するとゲームやプレゼントに応募できる企画を実施します。
①本編魔法シーン連動（本編連動）
番組中でマジマジョピュアーズ！が変身してから、攻撃中に
リモコンの青ボタンを押すと、画面の中に魔法エフェクト(画像)を
出すことができ、魔法を使って攻撃(応援)しているような
疑似体験ができます。また参加することによりポイントが貯まります。
②データ放送で遊ぼう（本編外連動）
dボタンを押すと「魔法のレッスン(仮)」などのミニゲームに参加でき、
成果によってポイントが貯められます。
さらに、一定時間番組を視聴してもポイントを獲得できます。
③プレゼント
①と②で獲得したポイントを使って、
テレビ東京公式「あにてれ」内番組ＨＰよりプレゼントに応募できます。

▲イメージ

本施策①・②は通常通りテレビリモコンでもプレイができますが、タカラトミーより発売予定の玩具「マジョカルミ
ナ」とも互換性があり、「マジョカルミナ」を使えば一層「マジマジョピュアーズ！」になりきって魔法遊びを体験でき
ます。
※テレビ東京系列のみでの実施です。仕様に関しては変更となる場合がございます。

■デビューイベントの実施
3/25(日)に東京都内で「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」デビューイベントを開催します。
イベント詳細及び観覧については2/1発売3月号の「ぷっちぐみ」「幼稚園」「めばえ」各誌にて発表いたします。
【本件に関するお問い合わせ】
「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」 製作記者発表会 広報担当
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 Tel: 03-5654-1280 Fax: 03-5654-1380
株式会社タカラトミー 広報課

