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パラリンピックまで、あと 2週間を切る中、JP GAMES株式会社が制作を担当する、国際パラリンピック委員会初の

公式ゲーム『The Pegasus Dream Tour（ザ ペガサス ドリーム ツアー）』において、ピコ太郎による RPG型アバタ

ーライブ 「ピコ祭り」～縁結び～を 8月 22日（日）に開催。ライブ当日に向けて、タップゲームのミッションで巨大モニ

ュメントを建造するイベント期間がスタートしました。 

また、世界中で合計 2億人フォロワーを保有する、インフルエンサー総勢 300名以上が、ペガサスサポーターに就

任。SNS を通じて、The Pegasus Dream Tour を盛り上げていきます。 

 

アバターとなって PPAPを踊ろう！ヴァーチャルライブ “ピコ祭り”開催！オリジナル衣装も贈呈  
ゲームの舞台である“ペガサスシティ”で、世界をポジティブにするために開催されるヴァーチャルライブイベント “Avatar 

GALA Party（アバター ガラパーティ）”。シリーズ第２弾として、世界中のみんなが笑い、楽しみ繋がる為の縁結びラ

イブ「ピコ祭り」を 8月 22日（日）に開催します。 

8月 21日（土）までの設営イベント期間では、ドラえもんのひみつ道具「スーパー手ぶくろ」を使い、「ピコ祭り」を盛り

上げる為の巨大モニュメントをみんなで建造します。タップゲーム「PIKO MISSION」を通じて建造ができ、世界中のプレ

イヤーがプレイすればするほど、巨大モニュメントが完成されていきます。 

また、モニュメント建造の貢献に応じて、ライブ

のエリア PASSや、期間限定のピコ太郎コラボ

衣装、さらに、ピコ太郎本人の動きをモーション

キャプチャーで撮影し再現したオリジナルエモート

も報酬として受け取ることができ、PPAP をはじ

めとしたコミカルなダンスを発動させて楽しむことが

できます。 

期間終了までに巨大モニュメントを完成させ

て、是非「ピコ祭り」をお楽しみください。 

 

 

 

「ピコ祭り」ストーリー：代表曲 PPAPで様々なものをコネクトしてきたピコ太郎。 

ピコ太郎はペガサスシティでアバターとなり、みんなが笑い、楽しむ為のライブを行い、その

コネクトする力で、世界中のみんなが「笑顔」でつながる世界を作ろうと考えた。 

そして「ピコ祭り」開催を計画し、自身のライブパフォーマンスで笑い、楽しんでもらうため

には、巨大モニュメントが必要だと思い、プレイヤーに建造をお願いするのだった。 

 

設営イベント期間：8月 9日（月）～21日（土）  

ライブ公演：8月 22日（日） 11時～、18時～、23時～ 

 （※表記はすべて日本時間） 

ライブ特設サイト URL: https://pegasus-dream.com/gala-

party/pikotaro/index.html  
ライブトレイラー映像：https://youtu.be/vXxz4u4dce8 

公式 Twitter：@PegasusCity2021 

 

～パラリンピックまで 2週間を切る！ペガサスシティでパラリンピックを盛り上げよう～ 

アバターとなって一緒に PPAP を踊ろう！ 

ピコ太郎によるヴァーチャルライブ“ピコ祭り” 8月 22日に開催！  

計 2億人フォロワーに発信！#PegasusSupporters 

世界中のインフルエンサー総勢 300名以上がペガサスサポーター就任 
 

 

報道関係者各位 

https://youtu.be/vXxz4u4dce8


＜ピコ太郎 コメント＞ 

まずは、このとんでもない皆様と一緒に参加することができて光栄でピコ！現実世界でもネットの中でもピコはピコ！ 

あなたのペンと、あなたのアッポーをどんどん「うんっ！」してコネクトしていきますぴ！ 

そして世界中の人と繋がって、「笑顔」と「平和」を一緒に共有することができればいいなと思ってますピコ！ 

 

合計 2億人フォロワーに発信！300名以上の豪華インフルエンサーが“ペガサスサポーター”に就任 
「ゲームを通じてパラリンピックを盛り上げる」というゲームのミッションに共感した世界総勢 300名以上のインフルエンサ

ーが、「ペガサスサポーター」に就任。世界トップクラスのフォロワーを持つトップタレントから、障がいを持つインフルエンサー・

パラアスリートまで多様性あふれるインフルエンサー300名以上が就任します。 

 

ペガサスサポーターとして、ハッシュタグ#PegasusSupporters のもと、彼らの SNS上で順次コンテンツ投稿を行い、 

パラリンピック開会を目前に、ピコ太郎とともにペガサスシティでのソーシャルグッドプロジェクトの旗振り役として盛り上げてい

きます。 

 

#PegasusSupportersでみんなもペガサスサポーターになろう！ 

Instagram上では、画像認識を活用し、ゲーム上にも出てくるアスリートサングラスをかけ、ゲー

ムキャラクター「PEG」と一緒に写真が撮れる、ペガサスオリジナル「Level up for gold」フィルタ

ーを提供開始しました。皆様も#PegasusSupporters をつけて、ぜひ投稿してください。 

 

フィルターURL 

https://www.instagram.com/ar/167658748795206/ 

もしくは右記 URL またはペガサス公式 Instagram アカウント 

@PegasusCity2021 よりご使用ください。 

 

 

 

 

“Avatar GALA Party” 「ピコ祭り」～縁結び～ 詳細 
 

●みんなでモニュメントを建造しよう！モニュメント建造に貢献してエリア PASS、オリジナル衣装、エモートをゲット 

8月 21日（土）までのイベント期間は、ピコ太郎

の呼びかけにより、みんなでピコ祭りを盛り上げるための

巨大モニュメントを建造する期間です。プレイヤーはドラ

えもんのひみつ道具「スーパー手ぶくろ」を使い、モニュメ

ントをみんなで建造します。 

建造はタップゲーム「PIKO MISSION」を進めること

で進み、世界中のプレイヤーがプレイすればするほど巨

大モニュメントが完成されていきます。 

 

また、モニュメントが無事に完成すると、完成記念として「ピコ祭り」オリジナルの衣装「笑顔ではっぴ」を全員にプレゼント。ど

のようなモニュメントになるのか、「ピコ祭り」当日をご期待ください。 

 

●ピコ太郎おなじみのあの衣装から、戦国版まで！ 

今回のヴァーチャルライブイベントのために特別に制作された

ピコ太郎衣装が登場。ライブに参加し、最後まで鑑賞された

方にはピコ太郎なりきりセットを全員にプレゼントいたします。 

その他「AG戦国モード」衣装、「ピコ祭りライブ Tシャツ

（黄、白、桃、青、鉄）」などが登場。モニュメント建造の報

酬や、アイテムショップより手に入れることができます。 

 



●エモート機能で、ピコ太郎になり切って PPAPを踊ろう  

自分のアバターの動きを選べるエモート機能。ピコ太郎本人の動きをモーションキャプチャーで撮影

し、再現したオリジナルエモートが登場。おなじみの PPAPの動きをはじめとしたコミカルな動きで、ペガサ

スシティ上を笑顔にしていきます。 

エモートをライブ公演で曲にあわせて使うことで、“Mine”も一緒に踊っている気分になれる、ヴァーチ

ャルライブイベントならではの演出をお楽しみいただけるアイテムとなっており、モニュメント建造のタップミッ

ションや、アイテムショップから入手ができます。 

 

●「アップル」、「パイナップル」…などのスタンプでコール＆レスポンス！ 

「ピコ祭り」を楽しむには欠かせない「スタンプ」機能。「スタンプ」を押して、コール＆レスポンスでさら

に盛り上がることができます。今回「アップル」スタンプや、「パイナップル」スタンプが登場。「スタンプ」は

「アイテムショップ」で入手可能です。 

 

そのほか、詳細な情報はライブ特設サイトよりご確認ください。  

https://pegasus-dream.com/gala-party/pikotaro/index.html 
 

＜プロフィール＞ 

千葉県出身のシンガーソングライター。2016年「PPAP」を YouTube で公開。

ピコ太郎チャンネル、Ultra チャンネル含めると合計で約 6億再生を記録。関連

動画は約 20億回越えを記録。 

YouTube ミュージック再生ランキングでは、3週連続で世界 1位を獲得するとい

う日本人で初の快挙を成し遂げる。また、「Billboard Hot 100 にランクインした

最も短い曲」として、ギネス世界記録に認定。 

2020年 4月には「PPAP-2020-」を公開し、コロナウイルスの感染予防対策と

して世界中に「手洗い」の普及活動行う。 

「SDGs推進大使」を務めていた経験を生かし SDGs を分かりやすく世の中に伝える活動をするなど、活動理念である

「世界平和」のために幅広く活動中。 

 

 

世界初公式パラリンピックゲーム「The Pegasus Dream Tour」とは 

「The Pegasus Dream Tour」は、ゲーム体験を通じて持

続的に社会課題解決に貢献していくこと、パラリンピックを新た

にブランディングすることを目的として生まれた、世界初のパラリン

ピック公式ゲームです。 

舞台となるのは、理想の未来の実験場となるオンライン仮想都

市“ペガサスシティ”。日本を代表するキャラクター「ドラえもん」が

市長代理を務めるちょっと進んだ未来のこの都市で、待っている

のは“アバターRPG”という新しい体験です。 

心を持った一歩進んだアバター“Mine”が、仲間たちと共にパラ

アスリートとして高みを目指し、プレイヤーは自分の“Mine”をサ

ポートして成長させていきます。“ペガサスシティ”では、パラスポー

ツが楽しめるのはもちろん、より良い未来に向けた様々な取り組みや挑戦が行われていきます。人と企業とキャラクターたち

が一緒に取り組んでいくことで“ペガサスシティ”は、よりよい未来へ導く都市として進化し続けます。 

ゲームを楽しむことが、そのまま社会課題解決に向けた“ちょっといいこと”につながり、ひとりひとりのソーシャルグッドな活動

になっていく、これまでにない全く新しいタイプのゲームです。 
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■ゲーム概要 
ゲームタイトル：The Pegasus Dream Tour 
ジャンル：アバターRPG （英語：Massive Avatar RPG） 
配信開始日：2021年 6月 24日（木） 
配信地域：全世界 
プラットフォーム：iOS, Android 
対応言語：日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語 
価格：基本プレイ無料（一部課金あり） 
公式サイト：https://pegasus-dream.com/ 
公式 Twitter：@PegasusCity2021 
権利表記：© 2021 JP GAMES, Inc. THE PEGASUS DREAM TOUR, and the shield logo are trademarks of JP 

GAMES, Inc. All other trademarks and trade names are property of their respective owners. 

© 2021 The International Paralympic Committee (IPC). 

 
ダウンロード URL： 
▼iOS  JP版：https://apps.apple.com/us/app/the-pegasus-dream-tour/id1496108836  

WW版：https://apps.apple.com/us/app/the-pegasus-dream-tour/id1496568742 

▼Android JP版 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jpgamesinc.android.pegasus_jp 

WW版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jpgamesinc.android.pegasus_ww 

 
※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。 
※Android、Google Play、Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。 

 
【JP GAMES とは】 

元スクウェア・エニックス・グループでファイナルファンタジーXVのディレクター田畑端氏が、2019年 2月に正式スタートした

ゲーム開発スタジオ。「RPG を進化させ、ゲームの力で未来を豊かにする」をコンセプトに、従来の枠にとらわれず、新しい

ゲームの可能性を追求していく。公式 HP：https://jpgamesinc.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

《本件に関するお問い合わせ先》 
JP GAMES PR 事務局 

E-Mail：info-support@jpgamesinc.com 
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