
株式会社タカラトミー（代表取締役社長：小島一洋／東京都葛飾区）は、 ２０１９年４月７日（日）朝９時か

らテレビ東京系にて放送開始となる、女児向け特撮テレビドラマシリーズ『ひみつ×戦士 ファントミラー

ジュ！』の原作を映像制作会社OLMと共同で担当すると共に玩具開発、販売を担当してまいります。 

放送に先駆け、２０１９年４月６日（土）に主役３人の「ファントミラージュ」が劇中で使用する「ファントミリス

ティDX」 （希望小売価格：５，８００円/税抜き）や「ファントミトリック」 （希望小売価格：５，５００円/税抜き）な

ど劇中の憧れシーンを再現できる玩具をはじめ、全１８種を全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売

場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp）等に

て新発売いたします。最新技術を取り入れた「ファントミトリック」は、データ放送に連動するため、番組放送

中に「ファントミラージュ」になりきって遊びを楽しむことができます。 

『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』は、『ガールズ×戦士シリーズ」第３弾となり、『アイドル×戦士 ミラ

クルちゅーんず！』、『魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！』に続く新シリーズとなります。本作品のテーマ

は、“ひみつ×戦士”で、正体はゼッタイにひみつの正義の怪盗が、敵である「逆逆警察（ぎゃくぎゃくけいさ

つ）」によって「イケナイヤー」にされてしまった人たちから、「イケない心」をちょーだいして平和を取り戻す、

というストーリーです。 

＜キービジュアル１＞ 

株式会社タカラトミー 

ファントミリスティＤＸ 

ファントミトリック 

大人気女児向け特撮テレビドラマシリーズ『ガールズ×戦士シリーズ』第3弾 

『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』  

２０１９年４月７日（日）朝９時 テレビ東京系にて放送スタート！ 
 

劇中のあこがれシーンを再現できる玩具 

「ファントミリスティDX」、「ファントミトリック」など 

２０１９年４月６日（土）に新発売！ 

報道関係各位 ２０１９年２月２６日 

https://takaratomymall.jp/shop/


 

＜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 広報課 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：０５７０－０４１０３１（ナビダイヤル） 

  

 『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』 主な玩具紹介 

★「ファントミリスティＤＸ」  

「ファントミラージュ」に変身するための変身アイテムであり、ココミ、

サキ、ヨツバの３人の変身が楽しめるセット。付属の「ファントミリン

グ」や「ひみつキー」を使えば変身遊びなど劇中のあこがれのシー

ンを再現することができます。 

希望小売価格：５，８００円（税抜き）  

★「おしゃべりいっぱいおせわくまちぃ」 

くまの妖精である「くまちぃ」のおせわぬいぐるみ。「おしょくじ遊

び」、「なでなで遊び」、「おきがえ＆おねんね遊び」などたくさん

のお世話を楽しめます。また、名前を登録すれば「くまちぃ」があ

なたの名前を呼んでくれます。 

希望小売価格：６，５００円（税抜き）  

「ファントミラージュ」が劇中で使用するアイテムやキャラクターアイテムなどを全１８種発売します。 

発  売  日 ：  ２０１９年４月６日（土）   

対 象 年 齢 ：  ３歳以上 

取り扱い場所：  全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ等 

玩 具 H P ：   www.takaratomy.co.jp/products/phantomirage/ 

【データ放送とも連動！】 

最新技術を取り入れた「ファントミトリック」は、データ放送に連動

するため、番組放送中に「ファントミラージュ」になりきって遊びを

楽しむことができます。 

※テレビ東京系列のみでの実施です。 

★「ファントミトリック」 

「ファントミラージュ」が「イケナイヤー」からイケない心をちょーだい

する正義のアイテム。本体のシャッフルプレートを回すと「ちょーだ

いモード」にチェンジすることができ、劇中の決め技シーンを再現す

ることができます。 

希望小売価格：５，５００円（税抜き）  

＜ファントミリスティＤＸ＞ 

「ファントミリング」（上段左）と 
「ひみつキー」（上段右）が付属します。 

＜ファントミトリック＞ 

「ファントミリング」（上段右）と 
 「エンブレムパーツ３種」（下段左） 

が付属します。 

＜おしゃべりいっぱいおせわくまちぃ＞ 

タカラトミーは２０１９年２月２日に創業９５周年を迎えました 

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


大人気女児向け特撮テレビドラマシリーズ『ガールズ×戦士シリーズ』第3弾 

『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』  
２０１９年４月７日（日）朝９時 テレビ東京系にて放送スタート！ 

 

オーディションで選ばれたシンデレラガールをはじめ、 

関口メンディ―さん、斎藤工さん、本田翼さん、石田ニコルさんなど 

豪華キャスト陣がストーリーを盛り上げます！ 

劇中のあこがれシーンを再現できる玩具も発売！ 

ファントミラージュ！製作委員会は、『ガールズ×戦士
シリーズ』第３弾となる、女児向け特撮テレビドラマシリー
ズ『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』（原作：タカラト
ミー・OLM）の放送を２０１９年４月７日（日）朝９時からテ
レビ東京系にて開始いたします。『アイドル×戦士 ミラク
ルちゅーんず！』、『魔法×戦士 マジマジョピュアー
ズ！』に続く、新シリーズです。  

 
本作品のテーマは、“ひみつ×戦士”です。正体はゼッ

タイにひみつの正義の怪盗が、敵である「逆逆警察（ぎゃ
くぎゃくけいさつ）」によって「イケナイヤー」にされてしまっ
た人たちから、「イケない心」をちょーだいして平和を取り
戻す、というストーリーです。これまでの作品と同様に最
新の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）をふんだんに駆使した“女児向け特撮テレ
ビドラマシリーズ”になっています。 

 
前作に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、「ファントミラージュ」の得意技となる歌やダ
ンスの振り付け監修は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「ファントミラー

ジュ」（主役３人）の他にも、関口メンディーさん(EXILE/ 
GENERATIONS)、斎藤工さん、石田ニコルさん、黒石高
大さん、ぺえさんさんなどバラエティに富んだ豪華キャス
トが登場し、さらに登場キャラクター「くまちぃ」のキャラク 

 

報道関係各位 

2019年2月26日 

ファントミラージュ！製作委員会 

＜キービジュアル１＞ 

ターボイス（CV）には本田翼さんを、番組のナレーターには豊永利行さんを起用するなど、ストーリーを盛り上
げます。 
 
 放送開始に合わせ、「ファントミラージュ」が劇中で使用するアイテムやキャラクターアイテムなどをタカラト
ミーから発売し、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。「ぷっちぐみ」ほかの小学館各
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。 
 
 さらに、「ファントミラージュ」の３名（ココミ、サキ、ヨツバ）が、ガールズグループ「mirage²」（読み：ミラージュミ
ラージュ）としてメジャーデビューします。デビュー曲の「じゃん☆けん☆ぽん」は、番組のエンディングテーマと
して起用されます。 

  

※ご参考※ 



 

 
『ガールズ×戦士シリーズ』とは  

『ガールズ×戦士シリーズ』とは 

『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』公式ホームページ： phantomirage.jp 
著作権表記： © ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／ファントミラージュ！製作委員会・テレビ東京 

明日海サキ：ファントミスペード（山口綺羅） 

紫月ヨツバ：ファントミクローバー（原田都愛） 

  桜衣ココミ：ファントミハート（菱田未渚美） 

 『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』 メインキャスト コメント 

＜ オーディションで選ばれたフレッシュな女の子「ファントミラージュ」からのコメント ＞  

「私のハート、ファンファンしてる！」明るく元気な女の子、ファントミハート、桜⾐ココ
ミです。オーディションに合格と聞いたとき、夢かと思うくらいびっくりしましたが、自
然と笑顔が溢れてとても嬉しい気持ちがこみ上げてきたことを覚えています。ココミ
の役柄は、周りの皆の笑顔を見ることが大好きで、前向きな性格です。ファントミ
ラージュとして、たくさんの人に笑顔や勇気を与えられるように、みんなで力を合わ
せて、イケない心をたくさんちょーだい出来るように、頑張ります！ 

「完全に始まってる！」流行りに敏感なファントミスペード、明⽇海サキです。サキは、
頭が良くてミーハーで、積極的に色んなことをリサーチしたり、いつも全力で楽しんで
いる明るい性格です。サキのミーハーな性格は少し自分と似ていて、また、明るいサ
キが大好きなので、楽しく演じることができています。 

人生初めてのドラマ撮影でドキドキしていますが、皆さんに観てもらうのがとても楽し
みです！私たちの口癖やダンスなど、ぜひ真似してもらえたら嬉しいです。これから
の「ひみつ×戦士 ファントミラージュ！」応援よろしくお願いします！ 

「守りたい、大切な人を！」ファントミクローバー、紫⽉ヨツバです。 
まさか自分が選ばれるとは思っていなかったので、凄くびっくりしましたが、とても嬉
しかったです。ヨツバは、大人っぽくて、かっこよくて、ボーイッシュで落ち着いている
クールな役柄です。私の性格に似ているところも多かったので、演じやすい部分もあ
りました。大好きな妹を全力で守るところを、ぜひ観てほしいです。 
「ミラクルちゅーんず」や「マジマジョピュアーズ」のように、小さい子から会いに行きた
い！って言ってもらえるような存在になれるよう、これから楽しみながら撮影を頑張り
たいです。 
 

さくらい ひしだ     みなみ 

あすみ やまぐち   きら 

しづき はらだ   とあ 

『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』番組ストーリー  

『ガールズ×戦士シリーズ』は、タカラトミー・OLMが原作、総監督に三池崇史氏を
迎え、OLMが制作する女児向け特撮テレビドラマシリーズです。２０１７年４月より
第１弾『アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！』を２０１８年４月より第２弾『魔法×
戦士 マジマジョピュアーズ！』を放送。『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』はシ
リーズ第３弾となります。この度、『ガールズ×戦士シリーズ』のロゴを制作し、シ
リーズとして本格始動します。 

『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』は正義の怪盗。 
 「正義の怪盗 ひみつ×戦士 ファントミラージュ！イケない心 ちょーだいします！」を合言葉に、「逆逆警察」に
よって「イケナイヤー」にされてしまった人から、「イケない心」をちょーだいして平和を取り戻します。そのキラキラ
な大活躍は、ネットなどでどんどん話題になっていくが、正体はゼッタイにひみつなのだ！ファントミラージュは、
世界の平和を守ることができるのか！？ 



ファンディー役の関口メンディーです。 
ひみつ×戦士 ファントミラージュ！のボスとして逆逆警察とたたかっていく役ということで、自分の中でも、監

督さんとも話しながら色々なファンディーをイメージして撮影に臨んでいます。このようなファンタジーな世界
でお芝居するのは初めてなのですごく新鮮ですし、CGなどもイメージしながら考えて演じることがすごく面白

いですね。ファンディーは、コミカルな性格で、ホログラムでポッと登場する場所もとにかく毎回面白いので、
そういったところもぜひ注目していただきたいです。 
 
 
 
 
 

 『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』 キャスト＆スタッフ コメント 

■キャスト  

＜ テレビドラマでは初めての“父親役”を熱演！ 桜衣慎一役 ・斎藤工さんからのコメント＞ 

＜ファントミラージュのボス！  ファンディー役・関口メンディー (EXILE/GENERATIONS) さんからのコメント＞ 

＜ 初のCVに挑戦！  くまちぃ（CV） 本田翼さんからのコメント＞ 

＜ 逆逆警察のかっこいい女署長！ ギャンヌ署長役・石田ニコルさんからのコメント＞ 

＜ 逆逆警察の個性あふれる巡査！ マギャク巡査役・黒石高大さんからのコメント＞ 

＜ 逆逆警察のコミカルな掛け合いに注目！ アベコベ刑事役・ぺえさんからのコメント＞ 

本田翼さんコメント0 

■スタッフ  

＜ ガールズ戦士シリーズ 第一弾、第二弾に続き、監督および総監督をつとめる！三池崇史氏からのコメント＞ 

本田翼さんコメント 

本田翼さんコメント 

本田翼さんコメント 

本田翼さんコメント 

“逆逆警察”ギャンヌ署長役の石田ニコルです。 
署長なのでアベコベ刑事とマギャク巡査をまとめるために、リーダーシップをとろうとするんですが、どこか空
回りしてたり、抜けたところがある愛されるキャラクターを演じています。衣装の半分が警察の制服、もう半分
がドレスになっているところや、メイクも半分半分違うところもポイントです。 
逆逆警察のシーンは、大人が「これが面白いんじゃないか」と本気で面白いものを探り、毎回作り上げている
ので、みなさんで好きな回を見つけて「くすっ」と笑っていただければ嬉しいです。 

“逆逆警察”アベコベ刑事役のぺえで～す！ 
最初台本を観たときに、アベコベ刑事はインテリな頭脳派なキャラだったので私大丈夫かな？と思ったんで
すけど、三池さん（監督）が「ドラマの中でもあなたは自由に生きてください」と言ってくださったので、演じると
いうよりは、ありのままの私を全開にして元気よく役をつくっています。衣装は、逆逆警察の中でも正直一番
着たかったおしゃれな衣装が回ってきて、よっしゃという気持ちです！高校生ぶりのネクタイが新鮮で、男性
のスタイリストさんからネクタイをしてもらう時にきゅんとします（笑）アベコベ刑事の長い「罪名」にも注目して
ください。 

“逆逆警察”マギャク巡査役の黒石高大です。 

普段から悪者役を演じることが多いんですけど、今回の役は、かわいらしくイタズラなところが「悪者なんだけ
どすごい愛される悪役だなあ」と感じました。この間撮影中に、歌いながら踊ったりしながら演じていたら、観
光客の人たちが楽しそうな顔をして見てくれて、その時、この作品を海外の人にも好きになってみてもらえた
ら良いなと思いました。見どころは、ファントミちゃんと可愛い”逆逆警察”のやり取りです。僕たち、”逆逆警
察”があの手この手でいろんなことを仕掛けていくので、どうたたかっていくのか注目してください。 

女の子向け特撮シリーズに参加させていただくことが初めてで、更にマスコットキャラクターの声を担当する
のも初めてなので、お話をいただいた時は正直びっくりしました。くまちぃを演じる時は裏声をつかったり自分
なりに工夫や苦労もあるのですが、楽しくて良い経験になっています。くまちぃはファントミラージュの女の子
達を見守る役割で、きちんとこの子達に教えてあげなきゃ、伝えてあげなきゃと一生懸命だと思うので、ドラ
マを観ている女の子達にもそれが届くように心がけて演じています。 

さらに楽しく、さらに優しく！がテーマです。観てくれる子どもたちに楽しんでもらうためには、演じる側もお芝
居も楽しむことが必要だと感じています。３作品目となると、期待も高まると思うのですが、それを上回るもの
を目指しています。今回は特に、可愛さやダンス、物語からあふれ出てくる役者たちの魅力を子どもたちにダ
イレクトに伝えることが、大事だと考えています。ファントミラージュたちは、キラっと光るものがあり、それぞ
れ個性も違って、これからが楽しみです。 
ひとつのシリーズを観て卒業ということではなく、今まで観てくれた子どもたちがお姉ちゃんになっても楽しめ
る、今まで観てなかったもっと小さな女の子も楽しめる、そんなシリーズをつくっていきますので、ぜひ観てく
ださい。 
 
 

桜衣慎一役の斎藤工です。桜衣慎一は、主人公ココミのお父さんであり、優しいスイーツ男子です。経営し
ているスイーツカフェだったり、遊園地での撮影は、その世界に自分がいることがとても新鮮で、見たことの
ない自分に出会えている気がしています。第一話で演じた「イケナイヤー」（優しいお父さんから悪役「イケナ
イヤー」に変身する）は、別のキャラクターになるというより、普段優しい慎一の中にある実は外に出ていない
部分、人間が同時に持っている両極端の心理をついているんじゃないかと、台本を読んだときはドキッとしま
した。お子さんも、その保護者の方がみてもドキっとするし、ドラマ自体がカラフルで楽しいファンタジーになっ
てますので、ぜひご家族で楽しんでもらえたら嬉しいです。 
 
 
 
 



桜衣ココミ（さくらいここみ・ファントミハート)：菱田未渚美(ひしだみなみ)  
･･･ 「私のハート、ファンファンしてる！」。明るくて元気な女の子。楽しいことやみんなの笑顔が大好き。 
 

明日海サキ(あすみさき・ファントミスペード)：山口綺羅(やまぐちきら)  
･･･ 「完全に始まってる！」。ネットやエンタメ情報などに詳しく流行に敏感。 
 

紫月ヨツバ(しづきよつば・ファントミクローバー)：原田都愛(はらだとあ) 
･･･ 「守りたい、大切な人を！」。家族想いで落ち着きがある。妹を守りたい気持ちから「ファントミラージュ」になった。 
 
＜ひみつ戦士のおとも妖精＝役名：キャスト＞ 
 
 
 
 
 
 
 
くまちぃ(CV) ：本田翼 ･･･「くまちっちぃ♪」人間の世界に、「ファントミラージュ」になれる女の子を探しに来た、 
                                     くまの妖精。シルクハットがチャームポイント。 
 
＜ その他キャスト ＝役名：キャスト ＞ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ファンディー：関口メンディー(EXILE/GENERATIONS) 
･･･「ファントミラージュ」のボス。「ファントミラージュ」が集めたギャークジュエルを、謎の金庫に保管している。 
 

ギャンヌ署長（ぎゃんぬしょちょう） ：石田ニコル 
・・・「逆逆警察」の署長。イケてる人を『逆逮捕』してイケナイヤーにしてしまう。が、ギャンヌはあまり自分では働かない。 
 

マギャク巡査（まじゃくじゅんさ） ：黒石高大 
･･･「逆逆警察」のパワー派。頭はあまり使わず、勢いで逆逮捕！ 
 

アベコベ刑事（あべこべでか） ：ぺえ 
･･･「逆逆警察」の頭脳派。と言いつつ、本当に頭がいいのかどうかは謎。 
 

桜衣慎⼀(さくらいしんいち・ココミの父)：斎藤工 
･･･ココミのパパ。スイーツカフェでパティシエをしている、優しいお父さん。 
 
梅野実(ココミの父・慎⼀の弟子)：今井隆文     
坂上文秋(クラスメイト)：南出凌嘉    
紫月⼀葉(ヨツバの母)：岩井堂聖子                   
紫月ナノハ(ヨツバの妹)：佐々木みゆ     
 
ナレーター：豊永利行 
 
その他、劇中の敵役「イケナイヤー」として毎回ゲスト俳優が参加！ 

 

■キャスト  
＜ ファントミラージュ：＝役名：キャスト)＞ 

 『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』  
キャスト＆スタッフ 

桜衣ココミ        明日海サキ       紫月ヨツバ 

ファンディー         ギャンヌ署長     マギャク巡査        アベコベ刑事           桜衣慎一       ナレーター豊永利行        



■制作スタッフ 
 
【総監督・監督】 
 

 

【監督】    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【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】 
   
 
 
 
【音楽】                           遠藤 浩二      「十三人の刺客」（10）、「とと姉ちゃん」（16）、  
                                                                       「アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！」（17）、「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」（18） 

 
【脚本】 
                                   加藤陽一      「アイカツ！」 シリーズ構成・脚本 、「妖怪ウォッチ」 シリーズ構成・脚本、 
                                                                      「デュエル・マスターズ」 シリーズ構成・脚本、「劇場版シティーハンター」（１８） 

                                   青木万央      「オルトロスの犬」（09）、「豆富小僧」（11）、「テラフォーマーズ/ 新たなる希望」（16）、  

                                                                      「アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！」（17 ） 「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」（18） 

                                   松井香奈      「少女」（16）「紅い襷 富岡製糸場物語」（17）  「アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！」（17 ） 
        「ビブリア古書堂の事件手帖」（18） 「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」（18） 

                                   中園勇也    「サザエさん」（13－）、「ぼのぼの」（16－）、「100万円の女たち」（17） 
           「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」（18） 

   
 
【撮影】                           
                   北 信康         「風に立つライオン」（14）、「無限の住人」（17）、  「ラプラスの魔女」（18） 

                                   
【照明】                       
                                   佐藤 宗史     「悪の教典」（12）、 「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） 
            「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」（18） 「JK☆ROCK」（19） 

 
【美術】              
                  中川 理仁     「BRAVE STORM」（17)、「ナミヤ雑貨店の奇蹟」（17）、「不能犯」（18） 

 
 
【キャラクタースーパーバイザー】  
                                     
                  前田 勇弥      「悪の教典」（12）、「寄生獣」シリーズ（14/15）（スタイリスト）、 
                                                                      「シン・ゴジラ」（16）（スタイリスト）、 
                                  「無限の住人」（17）、「アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！」（17)、 
            「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」（18） 、「チワワちゃん」（19)（スタイリスト） 

 
【制作プロダクション】         
                  ＯＬＭ       「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）、「悪の教典」（12）、「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 
 
 

            
 

三池 崇史      「妖怪大戦争」（05）、「クローズZERO」シリーズ（07/09）  「ヤッターマン」（09）、 
              「忍たま乱太郎」（11）、「悪の教典」（12）、 「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）、「ラプラスの魔女」（18）など 
 

山口 義高     「アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！」（17）、「デメキン」（17） 

横井 健司     「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）、           
               「アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！」（17）、「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」（18） 

西海 謙一郎    「初森ベマーズ」（15）「アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！」（17） 
              「映画 チェリーボーイズ」（18）、「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」（18） 

倉橋 龍介       「アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！」（17）、 「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」（18） 

平野 勝利       「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」（18） 

 
 

 
 
田所 貴司       P&G「SK-II-ATFAST」（CM）、モビット「企業広告」（CM)、マツダ「ATENZA」（CM)、 
                          中島美嘉 「KISS OF DEATH」 （PV)、 三代目J Soul Brothers 「リフレイン」（PV)、 
                          乃木坂46「初恋の人を今でも」（PV)、「アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！」（17）（OP/ED）、 
                          「魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！」（18）（OP/ED） 
 

中村 雅          「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） 

 
 

加藤陽一       「アイカツ！」 シリーズ構成・脚本 、「妖怪ウォッチ」 シリーズ構成・脚本、 
                「デュエル・マスターズ！」 シリーズ構成・脚本、「劇場版シティーハンター」（１８） 

  

 

 



 『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』 玩具紹介 

★ファントミリスティＤＸ  
「ファントミラージュ」に変身するための変身アイテムであり、ココミ、サキ、ヨ
ツバの３人の変身が楽しめるセット。付属の「ファントミリング」や「ひみつ
キー」を使えば変身遊びなど劇中のあこがれのシーンを再現することができ
ます。 

希望小売価格：５，８００円（税抜き）  

★おしゃべりいっぱいおせわくまちぃ 
くまの妖精である「くまちぃ」のおせわぬいぐるみ。「おしょくじ遊び」、「なでな
で遊び」、「おきがえ＆おねんね遊び」などたくさんのお世話を楽しめます。
また、名前を登録すれば「くまちぃ」があなたの名前を呼んでくれます。 

希望小売価格：６，５００円（税抜き）  

「ファントミラージュ」が劇中で使用するアイテムやキャラクターアイテムなどがタカラトミーから発売されます。 
データ放送連動の最新技術を取り入れた玩具も登場！ 

発  売  日 ： ２０１９年４月６日（土）   

対 象 年 齢 ： ３歳以上 

取り扱い場所： 全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ等 

玩 具 H P ：  www.takaratomy.co.jp/products/phantomirage/ 

＊＊ ＮＥＷＳ ＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特別番組の放送！   

本放送に先立ち、テレビ東京系にて、３月３１日(日)朝９時から、放送直前特別番組「マジマジョ×ファントミ ひみつちょーだい！スペ
シャル」を放送致します。 

■２０１９年４月６日（土） 「ひみつ×戦士 ファントミラージュ！」スペシャルイベント in サンシャインシティを実施！ 

◎ 『魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！』＆『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』バトンタッチステージ 
「ファントミラージュ」、「マジマジョピュアーズ」が出演するイベントを実施します。イベントには、『ぷっちぐみ』、『幼稚園』の読者を抽選
でご招待します。イベント詳細及び観覧については小学館発行『ぷっちぐみ』３月号（２/１発売）・４月号(３/１発売)、『幼稚園』３月号
（１/３１発売）・４月号（２/２８発売）にて掲載します。 【応募締切：２０１９年３月１５日（金）当日消印有効】 

※公式ＨＰ（ phantomirage.jp ）およびタカラトミー玩具ＨＰ（ www.takaratomy.co.jp/products/phantomirage/ ）も併せてご確認ください。 
 
◎ 『ガールズ×戦士シリーズ』スペシャルステージ 
「ファントミラージュ」、「マジマジョピュアーズ」、「ミラクルちゅーんず」の出演者（一部）が出演するイベントを実施します。 

このイベントは小学館運営の育児情報メディア「HugKum（はぐくむ）」読者限定のスペシャル企画となります。 

HugKum公式ＨＰ（ https://hugkum.sho.jp/ ）からご応募ください。【応募締切：２０１９年３月１５日(金）２３時５９分】 

 

  

  

  【本件に関するお問い合わせ】 

「ひみつ×戦士 ファントミラージュ！」広報担当（株式会社タカラトミー 広報課内） 

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 Tel: 03-5654-1280 Fax: 03-5654-1380  

■番組連動データ放送の実施！   

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「ファントミラージュ」になりきって遊びを楽しんだり、ゲームやプレゼントに応募できます。 

 

①本編「ひみつのショータイム」と連動（本編連動） 

番組中で「ひみつのショータイム」で「ファントミラージュ」が変身してから、リモコンの青ボタンを 

押すと、画面の中にエフェクト(画像)を出すことができ、自分も参加しているような疑似体験ができます。 

②データ放送で遊ぼう（本編外連動） 

dボタンを押すとミニゲームに参加できます。 

③プレゼント 

①と②で獲得したコイン（ポイント）を貯めて、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。 

 

※本施策①・②はテレビリモコンでもプレイができますが、玩具「ファントミトリック」でも楽しむことができます。 

※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。 

 

★ファントミトリック 
「ファントミラージュ」が「イケナイヤー」からイケない心をちょーだいする正義
のアイテム。本体のシャッフルプレートを回すと「ちょーだいモード」にチェン
ジすることができ、劇中の決め技シーンを再現することができます。 

希望小売価格：５，５００円（税抜き）  

＜ファントミリスティＤＸ＞ 

「ファントミリング」（上段左）と 

「ひみつキー」（上段右）が付属します。 

＜ファントミトリック＞ 

＜おしゃべりいっぱいおせわくまちぃ＞ 

「ファントミリング」（上段右）と 

 「エンブレムパーツ３種」（下段左） 

が付属します。 

http://www.takaratomy.co.jp/products/phantomirage/
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■アーティスト情報 
 
エンディングテーマ：mirage²「じゃん☆けん☆ぽん」 
 
mirage² （読み：ミラージュミラージュ）･･･ 
「ひみつ×戦士 ファントミラージュ！」に出演する 
ココミ、サキ、ヨツバからなる次世代ガールズグル―プ。 
６月５日(水)ファーストシングル「じゃん☆けん☆ぽん」にて 
メジャーデビュー！ 
 
 
 

■表記関連 
 
＜放送情報＞ 

テレビ東京系にて２０１９年４月７日から毎週日曜あさ９時、放送スタート 
 
＜作品概要＞ 

番組タイトル：ガールズ×戦士シリーズ『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』 

ジャンル：女児向け特撮テレビドラマシリーズ 

製作：ファントミラージュ！製作委員会 

※「ファントミラージュ！製作委員会」… 
タカラトミー、電通、OLM、テレビ東京、小学館、ShoPro、expg 
 
＜WEBサイト・SNS＞ 

サイトURL： phantomirage.jp 

Twitterアカウント名：マジマジョ→ファントミ【公式】★バトンタッチ中★  

facebookアカウント名：マジマジョ・ファントミ【公式】バトンタッチ中  

Instagramアカウント名：マジマジョ→ファントミ【公式】★バトンタッチ中★  
 
＜著作権表記＞ 

国内：© ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／ファントミラージュ！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/PMproject,TV TOKYO 
（©の後ろ半角スペ―ス、全角表記/以降半角） 

国内略称：©T·O/PM･TX          海外略称：©T,O/PM,TX 
（©の後ろスペースなし、すべて半角英字） 

■主役キャストオーディションについて 

 
「ファントミラージュ」のココミ、サキ、ヨツバの3人は、 
２０１８年に行われた「LDH Presents THE GIRLS AUDITION」で選出され、 
今回の作品でドラマデビューする 
フレッシュな新人キャストとなっております。 

 
 

＜キービジュアル２＞ 

＜番組タイトルロゴ＞ 


