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１． IP（知的財産）の主な取り組み 

【ウルトラマンシリーズ】 

 

『ウルトラマンシリーズ』は、今年 50 周年を迎えました。当社グループでは、三世代にわたり
愛され続ける日本を代表するヒーローキャラクターへと成長した『ウルトラマンシリーズ』を、
国内外のパートナーと協働でクロスメディア展開しています。 
 

■国内  

平成 28 年７月 月刊ヒーローズコミック『ULTRAMAN』第８巻発売 
‐累計 220 万部突破 

（コミック） 

平成 28 年７月 『ウルトラマンオーブ』テレビ放送開始 
‐テレビ東京系 毎週土曜朝９時 

（映像） 

平成 28 年７月 『ウルトラマンフェスティバル 2016』開催 （ライブ） 

平成 28 年６月 『A MAN of ULTRA』参加企業：55 社（ブランド） 
‐「日本ブランド・ライセンス大賞」にてグランプリ受賞 

（ライセンス）

平成 28 年７月 『ウルトラマン×モンスターストライク（㈱ミクシィ）』 
コラボレーションを実施 

（ライセンス）

平成 28 年６月 『パチスロ バルタン星人』発売 （PS） 

＜今後の予定＞   

平成 28 年９月 『ウルトラヒーローズ THE LIVE アクロバトル クロニク
ル』大阪公演（チケット発売中） 

（ライブ） 

平成 29 年１月 『ウルトラヒーローズ THE LIVE アクロバトル クロニク
ル』東京公演（平成 28 年８月よりチケット発売予定） 

（ライブ） 

■海外  

平成 28 年７月 『ウルトラマンオーブ』配信開始 
‐グローバル：クランチロール 
‐中国：アイチーイー、LeTV、テンセント、Youku 

（映像） 

■その他   

平成 28 年５月 『ウルトラマン基金』熊本地震への支援活動実施 （その他） 

 

【ベルセルク】 

 

『ベルセルク』（原作：三浦建太郎（スタジオ我画）／白泉社「ヤングアニマル」連載）は、平
成元年から連載を開始したダークファンタジー作品であり、コミックスは全世界で累計発行部
数 4,000 万部を突破しています。なお、当社グループでは、平成 24 年より劇場版３部作を公開
し、ゲーム、パチンコ、パチスロなどへクロスメディア展開しています。 

■国内  

平成 28 年７月 アニメ『ベルセルク』テレビ放送開始 
‐MBS アニメイズム枠、WOWOW など 

（映像） 

＜今後の予定＞   

平成 28 年 10 月 『ベルセルク無双』（㈱コーエーテクモゲームス）発売予定 （ゲーム） 

■海外   

平成 28 年７月 アニメ『ベルセルク』をクランチロールにてグローバル配
信開始 

（映像） 

 

【GANTZ】 

 

『GANTZ』（原作：奥浩哉／集英社）は、平成 12 年から「週刊ヤングジャンプ」で連載を開始
した SF アクション作品であり、コミックスの累計発行部数は 2,000 万部を超えています。実写
映画やゲームなどにも展開されており、国内外の多くのファンから支持されています。 
当社グループは、映像化を契機にクロスメディア展開を推進します。 

＜今後の予定＞  

■国内 
平成 28 年 10 月 劇場版『GANTZ:O』全国公開予定 （映像） 

■海外   

 国際映画祭にて上映予定 （映像） 
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【タワー オブ プリンセス】 

 

『タワー オブ プリンセス』は、最大５人での協力バトルなど、オンライン RPG ならではの
要素を簡単操作で楽しめる当社オリジナルのソーシャルゲームです。累計 150 万 DL を突破し
ています。 
様々なコラボレーション企画などを推進しています。 

■国内  

平成 28 年７月 テレビ CM の実施  

＜今後の予定＞   

 コラボレーションイベント開催に向けて企画などを推進  

   

 

 

２．ビジネスプラットフォーム別の主な取り組み 

●コミック分野 

コミック誌『月刊ヒーローズ』を中心に、ヒーローIP の創出に引き続き注力するとともに、
同誌掲載作品の複数の映像化プロジェクトを進めています。これまで累計 62 作品を掲載
しています。 

平成 28 年４月 単行本４作品発売 （コミック）

平成 28 年５月 単行本４作品発売 （コミック）

平成 28 年６月 単行本３作品発売 （コミック）

平成 28 年７月 単行本３作品発売 （コミック）

平成 28 年４月 『Infini-T Force』のアニメ化決定 （映像） 

平成 28 年６月 『アトム ザ・ビギニング』のアニメ化決定 （映像） 

平成 28 年７月 中国・童石で電子書籍の配信開始 （電子書籍）

 

●映像分野 

映像作品については、エンタテインメント業界の有力企業並びに国内外の SVOD 事業者と
協力し、グローバル展開を進めています。 

平成 28 年４月 『ニンジャスレイヤー』テレビ放送開始 
‐TOKYO MX 他 

 

平成 28 年７月 『アクティヴレイド -機動強襲室第八係- 2nd』テレビ放送開始 
‐TOKYO MX 他 

 

＜今後の予定＞   

平成 28 年秋 『劇場版 マジェスティックプリンス』全国公開予定  

   

 

●パチンコ・パチスロ分野 

ファン人口拡大に向けて、ヒーローズ IP や他社有力 IP を活用した商品群を販売していま
す。 

■パチンコ 

平成 28 年４月 CR アメイジング・スパイダーマン （七匠） 

平成 28 年４月 CR 銀河機攻隊 マジェスティックプリンス （大一商会） 

＜今後の予定＞   

平成 28 年８月 CR 鉄拳２ 闘神 ver.※ （ビスティ） 

■パチスロ 

平成 28 年４月 スーパーストリートファイターⅣ 
パチスロエディション 

（エンターライズ）

平成 28 年５月 パチスロ 翠星のガルガンティア （ディ・ライト）

平成 28 年６月 パチスロ バルタン星人 （七匠） 

＜今後の予定＞   

平成 28 年７月 デビル メイ クライ クロス※ （エンターライズ）

平成 28 年 10 月 パチスロ ロード オブ ヴァーミリオン※ （七匠） 

   

 

 

（注１）本短信に記載の商品名は各社の商標または登録商標です。 

（注２）記載内容は発表日現在のものであり、その後変更される可能性があります。 
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