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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、平成 28 年にシリーズ放送開始 50 年を迎えました。当社グルー
プでは、子供から大人まで世代を問わず愛され続け、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６月 『パチスロ バルタン星人』発売 （PS） 

平成 28 年６月 『A MAN of ULTRA』 
‐「キャラクター&ブランド・オブ・ザ・イヤー 2016」の

「日本ブランド・ライセンス大賞」にてグランプリ受賞 
‐ ライセンス参加企業：67 社（平成 29 年 3 月時点） 

（ライセンス）

平成 28 年７月 ヒーローズコミックス『ULTRAMAN』第８巻発売 （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×モンスターストライク（㈱ミクシィ）』 
コラボ実施 

（ライセンス）

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 

（ライブ） 

平成 28 年 11 月 『ウルトラマン×ポコロンダンジョンズ（㈱グレンジ）』 
コラボ実施 

（ライセンス）

平成 28 年 12 月 『ウルトラヒーローズ THE LIVE アクロバトル クロニクル』
名古屋公演 

（ライブ） 

平成 28 年 12 月 『ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA』配信開始 
‐Amazon プライム・ビデオ限定 

（映像） 

平成 28 年 12 月 ヒーローズコミックス『ULTRAMAN』第９巻発売 
‐累計 240 万部突破 

（コミック）

平成 28 年 12 月 『ウルトラヒーローズ EXPO2017』開催 （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 

（ライブ） 

平成 29 年２月 『ウルトラマンシリーズ×LINE ポコパン（LINE㈱）』 
コラボ実施 

（ライセンス）

平成 29 年３月 『劇場版 ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします！』 
公開 

（映像） 

平成 29 年３月 『ウルトラ十勇士×戦国の虎 Z（㈱Donuts）』 
コラボ実施 

（ライセンス）

平成 29 年３月 『ウルトラマンゼロ Another Battle～光と力～』 
360 度全周立体映像シアターで公開 

（映像） 

＜今後の予定＞

平成 29 年７月 『ウルトラマンジード』テレビ放送開始 
‐テレビ東京系 毎週土曜朝９時 

（映像） 

■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(アジア地域を除く全世界)：クランチロール 
‐中国：愛奇芸、楽視、テンセント、伏酷、捜狐 

（映像） 

平成 28 年 11 月 マレーシア「ULTRAMAN LIVE in GENTING 2016 REVENGE OF 
BALTAN」公演 

（ライブ） 

平成 29 年 1 月 台湾「ULTRA HEROES in 九族文化村」開催 （ライブ） 

■その他

平成 28 年５月 『ウルトラマン基金』熊本県被災地への支援活動実施 （その他） 

平成 28 年 11 月 『ウルトラマン基金』鳥取県被災地への支援活動実施 （その他） 
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【ベルセルク】 

 

『ベルセルク』（原作：三浦建太郎／白泉社）は、平成元年から「ヤングアニマル」で連載を開
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・パチスロ等へクロスメディア展開しています。 

■国内  

平成 28 年７月 『ベルセルク』テレビ放送開始（第１期） 
‐MBS ほかアニメイズム枠、WOWOW 

（映像） 

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 （ゲーム） 

平成 28 年 10 月 『ベルセルク』Blu-ray Box 第１巻発売 （映像） 

平成 28 年 12 月 『ベルセルク』Blu-ray Box 第２巻発売 （映像） 

平成 29 年４月 『ベルセルク』第２期 テレビ放送開始 
‐MBS ほかアニメイズム枠、WOWOW 

（映像） 

■海外   

平成 28 年７月 『ベルセルク』第１期 
‐クランチロール等でグローバル配信開始 

（映像） 

平成 29 年１月～ 『ベルセルク無双』（㈱コーエーテクモゲームス）発売 （ゲーム） 

平成 29 年４月 『ベルセルク』第２期 
‐クランチロール等で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 2,100 万部を超えています。実写
映画やゲーム等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ています。 

■国内  

平成 28 年９月 東京新宿にて映画公開記念特別展示『GANTZ:O』開催／ 
VR アトラクション展開 

（ライブ） 

平成 28 年 10 月 劇場版『GANTZ:O』全国公開 （映像） 

平成 28 年 10 月 第29回東京国際映画祭正式出品／プレミア英語吹替版上映 （映像） 

平成 28 年 12 月 第２回 CGWORLD AWARDS 作品賞：CG アニメ部門受賞 （映像） 

平成 29 年１月 『ぱちんこ GANTZ』発売 （PS） 

平成 29 年２月 『GANTZ:O』Netflix 等で配信開始 （映像） 

平成 29 年２月 『GANTZ:O』Blu-ray・DVD 発売 （映像） 

■海外   

平成 28 年９月 第 73 回ヴェネツィア国際映画祭 正式出品 （映像） 

平成 28 年 10 月 第 49 回シッチェス・カタロニア国際映画祭 正式出品 （映像） 

平成 29 年４月 第35回ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭 正式
出品 

（映像） 

＜今後の予定＞   

平成 29 年５月 韓国にて上映予定（Megabox 系列配給） （映像） 

 

 

【タワー オブ プリンセス】 

 

『タワー オブ プリンセス』は、 大５人での協力バトル等、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。なお、累計 200 万 DL を突
破しています。 

■国内  

平成 28 年７月 テレビ CM の実施  

平成 28 年８月 『ベイビーザスターズシャインブライト』コラボ実施 （ゲーム） 

平成 28 年８月 サービス開始１周年 （ゲーム） 

平成 28 年９月 『初音ミク』コラボ実施 （ゲーム） 

平成 28 年 10 月 『エヴァンゲリオン』コラボ実施 （ゲーム） 

平成 28 年 12 月 『進撃の巨人』コラボ実施 （ゲーム） 

平成 29 年３月 『ベイビーザスターズシャインブライト』コラボ第二弾実施 （ゲーム） 

平成 29 年３月 Yahoo!ゲーム上で PC 版配信開始 （ゲーム） 

平成 29 年４月 公式オリジナルグッズ販売開始 （グッズ） 

© 奥浩哉／集英社・ 
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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、引き続きヒーローIP の創出に注力しています。
また、電子書籍プラットフォームにおいて、国内外で配信方法の多様化や新たなパートナ
ーシップの構築を進めています。 

■国内

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８月 『足の裏のイーリス』連載開始 （コミック）

平成 28 年８月 単行本３作品発売 （コミック）

平成 28 年９月 『キャプテンハンゾーモン』連載開始 （コミック）

平成 28 年９月 単行本３作品発売 （コミック）

平成 28 年 10 月 単行本４作品発売 （コミック）

平成 28 年 10 月 公式マンガアプリ『マンガ HERO's』配信開始 （電子書籍）

平成 28 年 11 月 『禁猟六区』連載開始 （コミック）

平成 28 年 11 月 単行本３作品発売 （コミック）

平成 28 年 12 月 単行本７作品発売 （コミック）

平成 29 年２月 単行本３作品発売 （コミック）

平成 29 年３月 『ヒメノスピア』連載開始 （コミック）

平成 29 年３月 単行本３作品発売 （コミック）

平成 29 年４月 単行本４作品販売 （コミック）

■海外

平成 28 年７月 中国・童石で配信開始 （電子書籍）

平成 29 年１月 韓国・Naver Books で配信開始 （電子書籍）

平成 29 年１月 中国・インチーで配信開始 （電子書籍）

＜今後の予定＞

アジア以外の地域でも電子書籍を配信予定 （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や国内外の SVOD（Subscription 
Video On Demand：定額制動画配信）事業者と協力し、グローバル展開及びクロスメディア
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 

（映像） 

平成 28 年４月 『Infini-T Force』アニメ化決定（ヒーローズ関連作品） 
※放送時期未定 

（映像） 

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 

（映像） 

平成 28 年 11 月 『劇場版マジェスティックプリンス-覚醒の遺伝子-』 
全国公開（ヒーローズ関連作品） 

（映像） 

平成 29 年１月 『師任堂（サイムダン）、色の日記』テレビ放送開始 
‐KNTV 

（映像） 

平成 29 年４月 『アトム ザ・ビギニング』テレビ放送開始 
 ‐NHK 総合テレビ（ヒーローズ関連作品） 

（映像） 

＜今後の予定＞

平成 29 年５月 『破裏拳ポリマー』実写映画 全国公開予定 （映像） 

平成 29 年７月 『将国のアルタイル』テレビ放送予定 
‐MBS ほかアニメイズム枠ほか 

（映像） 

『キリングバイツ』アニメ化決定（ヒーローズ関連作品）
※放送時期未定 

（映像） 
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●パチンコ・パチスロ分野 

年末商戦に向けた諸施策を実施しました。今後も業界全体の活性化を目指し、商品力の強
化、流通商社としてのサービス拡充、並びにファンの拡大に向けた諸施策を推進していき
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） 

平成 28 年８月 CR 鉄拳２ 闘神 ver. （ビスティ） 

平成 28 年 12 月 CR ヱヴァンゲリヲン～いま、目覚めの時～ （ビスティ） 

平成 29 年１月 ぱちんこ GANTZ （オッケー） 

平成 29 年４月 ハクション大魔王 （七匠） 

   

■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） 

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） 

平成 28 年 12 月 パチスロ 犬夜叉 （ロデオ） 

平成 29 年１月 パチスロ モンスターハンター～狂竜戦線～ （エンターライズ）

平成 29 年２月 ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い （ビスティ） 

平成 29 年４月 パチスロ 機動戦士 Z ガンダム （ビスティ） 

＜今後の予定＞   

平成 29 年４月 パチスロ おそ松くん（※） （ディ・ライト）

平成 29 年５月 パチスロ グラップラー刃牙（※） （七匠） 

平成 29 年５月 パチスロ 逆転裁判（※） （エンターライズ）

平成 29 年６月 ぱちスロ アベンジャーズ（※） （オッケー） 

平成 29 年夏 パチスロ バイオハザード リべレーションズ（※） （エンターライズ）

   

 

（注１）本資料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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注：『※』印は、平成 30 年 3 月期 第１四半期営業活動中のタイトルになります。また、『年月』は納品開始月（予定月）となります。 


