
ラブパトリーナ製作委員会は、『ガールズ×戦士シリー
ズ』第４弾となる、女児向け特撮テレビドラマシリーズ『ポリ
ス×戦士 ラブパトリーナ！』（原作：タカラトミー・OLM）を７
月２６日（日）朝９時から、テレビ東京系にて放送することを
決定しました。また、７月１９日(日）には、さきどり事前特番
となる「第0話」を放送いたします。
また、メインビジュアルも初公開！パステル調のＰＯＰな色
調で、「LOVE」をモチーフとした背景を使用し、ラブパト
リーナの可愛らしい魅力が詰まったビジュアルとなっていま
す。
さらに、劇中で使用する本作品のメインアイテム「ラブパ
トシャッフル」、「ラブパトウィング」をはじめさまざまなアイ
テムの発売が７月３０日（木）に決定いたしました。劇中の
憧れシーンを再現して遊べる玩具やお世話ぬいぐるみな
どが登場いたします。
なお、テレビ東京系以外での、東日本放送、新潟放送、
テレビ静岡、ぎふチャン、びわ湖放送、テレビ和歌山、広島
ホームテレビ、キッズステーションでの放送も続々と決定い
たしました。

報道関係各位
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ラブパトリーナ製作委員会

＜メインビジュアル＞

現在放送中の『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！』は、今週
末6月28日(日)に感動の最終回を迎えます。さらに、7月5日(日)、7月12日(日)には、「ファント
ミキズナセレクション」と題し、過去の感動エピソードを再放送いたします。
そして、シリーズ第3弾『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』 から第4弾『ポリス×戦士 ラブパト
リーナ！』への引継ぎを記念して、 ７月２５日（土）には、両番組のメインヒロインが揃って出演する
『ファントミ×ラブパト特別バトンタッチ』映像を、 ガールズ×戦士シリーズ公式動画チャンネルにて
公開いたします。ファントミラージュ・ラブパトリーナからのメッセージコメントやこの動画限定のバト
ンタッチ映像、玩具紹介など盛りだくさんな内容です。
いよいよ放送開始が迫る『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』に、ぜひ、ご期待ください！

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4弾

『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』
待望の新シリーズが、いよいよ始動！

★第1話放送開始日が7月26日(日)に決定！
1週間前の7月19日(日)には、さきどり事前特番となる「第0話」を放送！

★第3弾『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』からバトンタッチ！
『ファントミ×ラブパト特別バトンタッチ』映像を公式動画チャンネル
で7月25日（土）に公開！

★メインアイテム「ラブパトシャッフルDX」、「ラブパトウィング」などの
発売日が７月３０日（木）に決定！

★メインビジュアルも初公開！



『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』 いよいよ放送スタート！
ガールズ×戦士シリーズ 今後の放送スケジュール(テレビ東京系・毎週日曜朝９時)

6/28(日)『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』最終回

第64話(最終回)「ファントミ ナミダの卒業式!?」

７/５(日)・７/１２(日)『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』キズナセレクション
※『ひみつ×戦士ファントミラージュ！』放送完結を記念し、過去の感動エピソードをセレクション放送します。

7月5日(日)…第37話「クリスマスなくしマス！」(2019/12/15OA)
あらすじ
サライは超いけないことを思いつき、ダークサライ・サンタスタイルに変身！すると街中
からクリスマスツリーや明かりが次々と消えてしまう…。ファントミラージュは楽しいク
リスマスとサライの笑顔を取り戻すことができるのか!?
サライが人形から人間に転生し、ファントミラージュとの心の交流を果たす、
シリーズ前半のクライマックス感動回を再放送！

7月12日(日)…第64話「ファントミ ナミダの卒業式!?」(2020/6/28OA)
感動の最終回をもう一度！アンコール再放送！

7月19日(日)『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』さきどり事前特番：第0話
第０話「新ガールズ戦士誕生！ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ 」
第1話放送に先駆け、ラブパトの見どころをあますところなく紹介。
過去の「ミラちゅー」「マジマジョ」「ファントミ」のおさらい映像も。

7/26(日)『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』第1話放送開始
第１話「ラブパトリーナ！出動します！」
あらすじ
ふわもふ動物が大好きなラブいっぱいの中学一年生・愛羽ツバサは、ある日ふわもふかわいいラブピョコと出会い、
ポリス×戦士 ラブパトリーナ！に任命される！
ワルピョコ団によってラブを奪われてしまったママを助けるため、ツバサはラブパトリーナに変身！
ママのラブを取り戻す事ができるのか！？

あらすじ
ファンディーさんの最後の指令をクリアし再びファントミラージュへと変身することが
できたココミ達。しかし、早くもココミ達４人はファントミラージュ卒業を告げられてし
まう。大きな成長を遂げた４人の涙の卒業式が今始まろうとしている…。
ファントミラージュが卒業式で語る、最後のメッセージとは？
ガールズ×戦士シリーズ最長の64回の放送を締めくくる、大団円のフィナーレに感
動が止まらない！新番組『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』の先出し映像も！



7月30日(木)発売決定！ 『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』 主な玩具紹介

「ラブパトリーナ」が劇中で使用するアイテムやキャラクターアイテムを、タカラトミーから２０２０年7月30日(木)に新発売します。
ドラマを見ながら、一緒に楽しめる玩具が続々登場します。

発 売 日 ： ２０20年7月３０日(木)

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

著 作 権 表 記 ： © ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／ラブパトリーナ製作委員会・テレビ東京

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

★「ラブパトシャッフルＤＸ」
（希望小売価格：５，９８０円/税抜き）

ラブパトリーナに変身するための変身アイテムであり、ツバサ、 サライ、コハナの３人の変
身が楽しめるセット。付属のラブパトカードをいれてシャッフルアクションを行うことで、変
身遊びやモードチェンジ遊びが楽しめ、３人のそれぞれ異なる「光」、「セリフ」、「BGM
（変身時）」によってドラマ内のあこがれシーンを再現することができます。また、ソウサ
カードをセットすると、事件解決に向けた色々な効果を発揮します。

★「ラブパトウィング」
（希望小売価格：５，８００円/税抜き）

ラブパトリーナが「ラブゼーロ」を倒すときに使う攻撃アイテム。ボタンを押してウィングを
オープンし、今日のラブタイホカードを選んでラブパトウィングにセットすれば、様々な攻
撃遊びを楽しむことができます。
「テレビと通信」モードでは、番組放送中に映像と連動させることでテレビを見ながら一
緒に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。）

＜ラブパトシャッフルＤＸ＞
「ラブパトカード１０枚」と「エンブレムバッチ」が付属します。

＜ラブパトウィング＞
「ラブパトカード６枚」が付属します。

※この写真は劇中用ぬいぐるみです。

＜おみみピョコピョコ おせわしてラブピョコ＞

★「おみみピョコピョコ おせわしてラブピョコ」
（希望小売価格：６，５００円/税抜き）

ラブパトリーナのかわいい仲間である「ラブピョコ」をおせわできるアクションぬいぐ
るみ。まるでドラマ内から飛び出してきたかのようなふわふわモフモフの肌触りです。
「おみみピョコピョコモード」ではお腹を押すと耳をピョコピョコ動かしながらおしゃべ
りしたり、「おせわしてピョコモード」では色々なお世話遊びが楽しめます。また、名前
を登録すればラブピョコがあなたの名前を呼んでくれます。 (全長約２８センチ)

＜ラブパトコスチューム＞
※写真は「ツバサ」コスチュームです。

※ラブパトシャッフル、シューズ、ソックスは付属しません。

ドラマのキーアイテム「ラブパトカード」
ドラマ内では、ラブパトリーナが「ラブパトカード」を変身アイテムや攻撃アイ
テムにセットインすることで、色々な効果を発揮し、事件を解決に導きます。
ヘンシンカードでラブパトリーナに変身、モードチェンジカードでパワーアップ、
ソウサカードで事件を捜査、そしてラブタイホカードで悪をラブタイホします。

「ラブパトカード」は関連玩具やキャンペーンなど様々なものと連動するキー
アイテムです。

★「ラブパトコスチューム」（ツバサ/サライ / コハナ）
（希望小売価格：各７，９８０円/税抜き）

ツバサ、サライ、コハナの変身＆モードチェンジが楽しめるコスチュームセット。
メンバーそれぞれのテーマカラーと形状にあわせたコスチュームです。
また、ラブパトリーナと同じ帽子のカチューシャや、カチューシャにつけかえるモード
チェンジパーツも付属します（身長９５～１１５㎝対応）。

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


『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』 テレビ東京系以外の放送スケジュール

テレビ東京系以外の放送局でも放送が決定いたしました。

東日本放送（宮城・KHB） 8月8日より毎週土曜朝7時30分から(第0話：8月１日)
新潟放送(新潟･BSN)         8月8日より毎週土曜朝5時45分から(第0話：8月1日)
テレビ静岡（静岡・SUT） 8月9日より毎週日曜朝8時30分から(第0話：8月２日)
広島ホームテレビ（広島・HOME） 8月9日より毎週日曜朝5時50分から(第0話：8月２日)

他、ぎふチャン（岐阜・GBS）・びわ湖放送（滋賀・BBC）・テレビ和歌山（WTV）・キッズステーション
（全国・ＣＳ）でも放送予定

※放送日時は変更になる場合があります。

『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』 バトンタッチ特別動画概要

『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』の放送終了および『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』の放送開始
に際しまして、ガールズ×戦士シリーズ公式動画チャンネルにて、７月２５日（土）に両作品のバトン
タッチ動画が公開されることが決定致しました。

ファントミラージュ４人によるこれまでの想い出を振り返り「ファントミ」を総括するコーナー、ラブパト
リーナ３人による作品の見どころやアイテムの紹介。そしてもちろんファントミラージュ4名＆ラブパト
リーナ3名によるバトンタッチなど、この動画でしか見られない特別な映像になっております。

また、８月１日にはラブパトリーナのダンスレクチャー動画も公開予定！新しく始まる『ポリス×戦士 ラ
ブパトリーナ！』をより一層楽しめるような特別動画が公開されます。

７月２５日(土)に、「ひみつ×戦士 ファントミラージュ！」×「ポリス×戦士 ラブパトリーナ！」の
バトンタッチ動画を公開！

【本件に関するお問い合わせ】

「ポリス×戦士 ラブパトリーナ！」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

★リリースに使用している画像はこちらよりダウンロードしていただけます。
( https://takaratomy-jp.box.com/s/qw2sorx0si16aoxbz8m6h413lb501cah )

＜ガールズ×戦士シリーズ公式動画チャンネル＞

URL： https://www.youtube.com/channel/UCUCfUXj4jwTllzPtPEUvjrg

https://takaratomy-jp.box.com/s/qw2sorx0si16aoxbz8m6h413lb501cah
https://www.youtube.com/channel/UCUCfUXj4jwTllzPtPEUvjrg


愛羽ツバサ（あいばつばさ・ラブパトピンク)：渡辺未優(わたなべみゆ)
･･･ 「たとえラブがかげろうと！ 愛の翼でラッラララブ！」
明るく元気で、ラブいっぱいな主人公！ ラブを守りたい、強い想いを持っている。ふわもふな動物が大好き！

紫原サライ(しはらさらい・ラブパトパープル)：山口莉愛(やまぐちりな)
･･･ 「いつ何時（なんどき）も私たち！ 完ッ全にラブってる！」
誰よりもガールズ戦士に憧れていた女の子！ いつでも明るく前向き！ スイーツが好き！

青瀬コハナ(あおせこはな・ラブパトブルー)：山下結衣(やましたゆい)
･･･「人は誰もが美しい花！ 咲きほこれ、ラブ満開！」
勉強も運動もスゴい、クールな女の子！ お花を育てることが大好き。実はおばけが苦手らしい。

＜ レギュラーキャスト ＞

ラブジー長官（らぶじーちょうかん）：黒木啓司（くろきけいじ）（EXILE/EXILE THE SECOND)

･･･見た目はクールで心はラブリー。ポリス×戦士ラブパトリーナ！を指揮する長官。ワルピョコ団から地球のラブを守るため、ラブパトリーナを結成した。

剣崎ハヤト（けんざきはやと）：冨士原生（ふじはらいく）
・・・「コイツは、大大大大大事件だーっ！」ラブパトひみつ本部の新人署長。ラブパトが大好きで、すぐにテンションが上がる！
ツバサたちの学校の一学年先輩でもある。

七色ソラ（なないろそら）：杉浦優來（すぎうらゆうら）
・・・おしとやかなクラスメイト。空を見るのが好き。自分には戦うことはできないと思い、ラブパトひみつ本部でお手伝いをする『ラブパトサポート』になった。

ラブピョコ（CV） ：上條沙恵子（かみじょうさえこ）
･･･遥か遠くのミミピョコ星からやってきた、ふわもふなかわいい仲間。ラブいっぱいな子を見つけることができちゃう♪ ラブパトにんじんが大好き！

『ワルピョコ団』
ワルピョコ ･･･「ビョ～ッビョッビョッビョッ！」ミミピョコ星からやってきたワルピョコ団のボス。
人間たちが心に持っている宝物『ラブ』を奪い、地球を自分たちのものにしようとしている！
実はラブピョコと幼なじみらしい。

ワリーヌ：やしろ優（ゆう）
･･･ワルピョコ団３人組のリーダー。とはいえ、意外とインドア派。

パック：BOB
･･･ワルピョコ団の頭脳派。街でラブいっぱいの人からラブを奪い、『ラブゼーロ』にしてしまう。

リンチョ：田中穂先（たなかほさき）
･･･ワルピョコ団のパワー派。いつもパックと一緒に、人間のラブをパックリンチョしている。

愛羽優（あいばゆう）：磯山さやか（いそやまさやか）
・・・ツバサの優しいお母さん。小説家として、ドラマにもなっている『名探偵マグレ』シリーズを書いている。

ナレーター／ワルピョコ（CV）：豊永利行（とよながとしゆき）
この他にも、毎回、バラエティ豊かなゲストを迎え、放送を盛り上げます。

■キャスト

＜ ラブパトリーナ＞

愛羽ツバサ 紫原サライ 青瀬コハナ

ラブジー長官 剣崎ハヤト 七色ソラ ワリーヌ パック リンチョ 愛羽優

ラブピョコ(CV)：上條沙恵子

『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』番組基本情報

ナレーター／ワルピョコ（CV)：豊永利行

ご参考



■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】

【シリーズ構成】

【音楽】

遠藤浩二 「とと姉ちゃん」(16)、 「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) 

「ひみつ×戦士ファントミラージュ！」 (19)、「初恋」(20)

【脚本】

加藤陽一 「ひみつ×戦士ファントミラージュ！」(19)、「アイカツ！」、「妖怪ウォッチ」、「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＜新宿プライベート･アイズ＞」脚本

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)、「ひみつ×戦士ファントミラージュ！」 (19)

松井香奈 「少女」(16) 「紅い襷 富岡製糸場物語」(17) 「 ビブリア古書堂の事件手帖」 (18)「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)、「ひみつ×戦士ファントミラージュ！」 (19)

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)

「ひみつ×戦士ファントミラージュ！」 (19)

【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)、「初恋」(20)

【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】

庄島毅 「るにん」(04)

【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)、 「シン・ゴジラ」(16) 、「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)、「ひみつ×戦士ファントミラージュ！」 (19)、「初恋」(20)

【制作プロダクション】

ＯＬＭ 「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
ジャンルを問わず精力的に映画制作を続け作品本数は100を超える。描く映像世界は海外からも高い評価を受けており、近年では、ヴェネチア国際映
画祭「十三人の刺客」(10)、カンヌ国際映画祭「一命」(11)、「藁の楯わらのたて」(13)がそれぞれコンペティション部門に選出。「無限の住人」(17)
はカンヌ国際映画祭のアウトオブ コンペティション部門に公式選出された。「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！」
「ひみつ×戦士ファントミラージュ！」に続き、今作でも総監督・監督を務める。

「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)、「初恋」(20)など

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)、 「ひみつ×戦士ファントミラージュ！」 (19)

西海 謙一郎 「彼岸島」(13)、「初森ベマーズ」(15)「アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！」(17)「チェリーボーイズ」(18)、

「魔法×戦士マジマジョピュアーズ！」(18) 、「ひみつ×戦士ファントミラージュ！」 (19)、「田園ボーイズ」(20)

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

「ひみつ×戦士ファントミラージュ！」 (19)

山本 英之 「オカンの嫁入り」（助監督）（10）、「エヴェレスト」（プロデューサー補） （16）「魔法×戦士マジマジョピュアーズ！」(18）

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

「ひみつ×戦士ファントミラージュ！」 (19)

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

「ひみつ×戦士ファントミラージュ！」(19) 

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)、 「ひみつ×戦士ファントミラージュ！」(19)(OP/ED)

加藤陽一 「ひみつ×戦士ファントミラージュ！」(19)、「アイカツ！」、「妖怪ウォッチ」、「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 ＜新宿プライベート･アイズ＞」脚本



＜作品概要＞

番組タイトル：ガールズ×戦士シリーズ『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』

ジャンル：女児向け特撮テレビドラマシリーズ

製作：ラブパトリーナ製作委員会

※「ラブパトリーナ製作委員会」…タカラトミー、電通、OLM、テレビ東京、小学館、小学館集英社プロダクション、

SL Square LLP（LDH JAPAN／ソニー・ミュージック）、ソニー・ミュージックエンタテインメント

＜WEBサイト・SNS＞

サイトURL： lovepatrina.jp

Twitterアカウント名：ファントミ→ラブパト【公式】★バトンタッチ中★

facebookアカウント名：ガールズ戦士シリーズ

Instagramアカウント名：ファントミ→ラブパト【公式】★バトンタッチ中★

＜著作権表記＞

国内：© ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／ラブパトリーナ製作委員会・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/LP 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/LP･TX

海外略称：©T,O/LP,TX
（©の後ろスペースなし、すべて半角英字）

『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』 表記関連

『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』 番組連動データ放送の実施

＜番組タイトルロゴ＞

『ガールズ×戦士シリーズ』とは

『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』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月から第１弾『アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！』を、

２０１８年４月から第２弾『魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！』を、

２０１９年４月から第３弾『ひみつ×戦士 ファントミラージュ！』を放送。

２０２０年７月から放送する『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』

はシリーズ第４弾となります。

＜番組ストーリー＞
「ポリス×戦士 ラブパトリーナ！ ラブでパパッとタイホします！みんなの愛、守るため！」
『ポリス×戦士 ラブパトリーナ』は、みんなのラブを守る、ラブいっぱいの戦士たち！
ラブパト１１０番の通報を受けたら、ひみつ本部からただちに出動！ワルピョコ団によってラブを奪われてし
まった人たちを元に戻すため、今日もパパッと悪をラブタイホしちゃうのだ！
ふわもふかわいいラブピョコやラブジー長官とともに、ラブパトリーナは、今日もみんなのラブを守るのだ！


