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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 29 年４月 『ぱちんこウルトラバトル烈伝 戦えゼロ！若き最強 
戦士 Light Edition』発売 

（PS） 

平成 29 年４月 『A MAN of ULTRA』期間限定ショップオープン 
‐そごう横浜店（神奈川） 4/25～5/8 
‐銀座三越（東京） 5/24～6/6 
‐ジェイアール京都伊勢丹（京都） 5/31～6/13 
‐ジェイアール名古屋タカシマヤ（愛知） 6/7～6/20 
‐岩田屋本店（福岡） 6/14～6/20 

（ライセンス）

平成 29 年４月 『ウルトラセブン モロボシ・ダンの名をかりて』開催 （ライブ） 

平成 29 年５月 『A MAN of ULTRA』×『nanaco カード』コラボ商品発売 
‐nanaco カード付本革カードケース 

（ライセンス）

平成 29 年５月 『怪獣酒場 新橋蒸溜所』開店 （ライセンス）

平成 29 年５月 ソーシャルゲームコラボ 
『三国志タクティクスデルタ（空中網 JP㈱）』 

（ライセンス）

平成 29 年６月 『A MAN of ULTRA』×『GIOIA』コラボ商品発売 
‐GIOIA ワイン 全 4 種類 

（ライセンス）

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） 

平成 29 年７月 ソーシャルゲームコラボ 
『三国志タクティクスデルタ（空中網 JP㈱）』第２弾 

（ライセンス）

平成 29 年７月 『ウルトラマンフェスティバル 2017』開催 （ライブ） 

平成 29 年７月 『A MAN of ULTRA』「TOYOTA 86 × A MAN of ULTRA」
プロジェクト コンセプトカー『M78×86』 

（ライセンス）

平成 29 年９月 『ぱちスロ ウルトラセブン』発売 （PS） 

平成 29 年９月 ソーシャルゲームコラボ 
『三国志タクティクスデルタ（空中網 JP㈱）』第３弾 

（ライセンス）

平成 29 年 12 月 『東京コミコン 2017』出展 （ライブ） 

平成 29 年 12 月 『ウルトラマンフェスティバル in ひらかたパーク
2017-2018』開催 

（ライブ） 

平成 29 年 12 月 『ウルトラヒーローズ EXPO 2018』開催 （ライブ） 

平成 29 年 12 月 ソーシャルゲームコラボ 
『攻城戦記◆バハムートグリード（㈱Arc）』 

（ライセンス）

＜今後の予定＞ 

平成 30 年 3 月 『劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ!願い!!』公開予定 （映像） 

■海外

平成 29 年８月 『ウルトラヒーローズ・オフィシャル・ショップ＆レスト
ラン（マレーシア）』オープン 

（ライセンス）

■その他

平成 29 年７月 『ウルトラマン基金ウルトラドリームプロジェクト』開始 （その他） 

平成 29 年 10 月 『ウルトラマン基金』福岡県被災地への支援活動実施 （その他） 

『劇場版 ウルトラマンジード 
つなぐぜ!願い!!』 

©劇場版ウルトラマンジード製作委

員会 

©円谷プロ 



『ベルセルク』 
©三浦建太郎(スタジオ我画)・ 
白泉社／ベルセルク製作委員会 

【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 29 年４月 『ぱちんこ GANTZ』追加受注対応 （PS） 

平成 30 年１月 舞台『GANTZ:L ACT & ACTION STAGE』公演 （ライブ） 

   

■海外   

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） 

平成 29 年５月 韓国にて上映‐Megabox 系列配給 （映像） 

   

 

 

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

（映像） 

平成 29 年４月 ソーシャルゲームコラボ 
‐『幻塔戦記 グリフォン ～新章～（㈱Aiming）』 

（ライセンス）

平成 29 年５月 ソーシャルゲームコラボ 
‐『戦国炎舞 -KIZNA-（㈱サムザップ）』 
‐『クリスタル オブ リユニオン（㈱gumi）』第１弾 

（ライセンス）

平成 29 年７月 『ベルセルク』Blu-ray 第３巻 （映像） 

平成 29 年７月 ソーシャルゲームコラボ 
‐『ロードオブナイツ（㈱Aiming）』 
‐『クリスタル オブ リユニオン（㈱gumi）』第２弾 
‐『SOUL REVERSE ZERO（㈱セガ・インタラクティブ）』 

（ライセンス）

平成 29 年８月 ソーシャルゲームコラボ 
‐『城とドラゴン（㈱アソビズム）』 
‐『HIT ～Heroes of Incredible Tales～（㈱ネクソン）』 

（ライセンス）

平成 29 年９月 ソーシャルゲームコラボ 
‐『VALKYRIE ANATOMIA –THE ORIGIN- 
 （㈱スクウェア・エニックス）』 

（ライセンス）

平成 29 年９月 『ベルセルク』Blu-ray 第４巻 （映像） 

平成 29 年 10 月 ソーシャルゲームコラボ 
‐『ドラゴンポーカー（㈱アソビズム）』 

（ライセンス）

平成 29 年 11 月 ソーシャルゲームコラボ 
‐『神獄のヴァルハラゲート（㈱グラニ）』 

（ライセンス）

平成 29 年 12 月 ソーシャルゲームコラボ 
‐『戦国キングダム（グリー㈱/ジープラ㈱）』 
‐『黒騎士と白の魔王（㈱グラニ）』 

（ライセンス）

   

■海外   

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:O』 
©奥浩哉／集英社・ 
「GANTZ:O」製作委員会 



『タワー オブ プリンセス』
©Fields 

『アトム ザ・ビギニング』 
©手塚プロダクション・ゆうきま
さみ・カサハラテツロー・HERO'S
／アトム ザ・ビギニング製作委
員会 

 

【アトム ザ・ビギニング】 

 

『アトム ザ・ビギニング』は、昭和 26 年に漫画誌「少年」で連載された『アトム大使』に登
場した「アトム大使」及び当該作品のスピンオフ作品である『鉄腕アトム』を原作としていま
す。本作品は、「鉄腕アトム」誕生までを描いたリブート作品であり、コミック誌『月刊ヒーロ
ーズ』で平成 27 年４月に連載を開始しました。 

■国内  

平成 29 年４月 アニメ『アトム ザ・ビギニング』テレビ放送開始 
‐NHK 総合テレビ 毎週土曜日 23 時 
‐Amazon プライム・ビデオ Web 配信 

（映像） 

平成 29 年４月 『アトム ザ・ビギニング』単行本 第５巻発売 （コミック） 

平成 29 年４月 『アトム ザ・ビギニング』未来屋書店コラボレーション
カフェ期間限定オープン（４店舗） 

（ライセンス）

平成 29 年６月 『アトム ザ・ビギニング』単行本 第６巻発売 （コミック） 

平成 29 年８月 『アトム ザ・ビギニング』Blu-ray 第１巻 （映像） 

平成 29 年 10 月 『アトム ザ・ビギニング』Blu-ray 第２巻 （映像） 

   

 

 

【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 230 万 DL を突
破しています。 

■国内  

平成 29 年４月 公式オリジナルグッズ 販売開始 （ライセンス）

平成 29 年５月 メインストーリー第２部 配信開始 （ゲーム） 

平成 29 年 11 月 サービス終了 （ゲーム） 

   

■海外   

平成 29 年 7 月 台湾・香港・マカオ 配信開始 （ゲーム） 

   

 

 

 

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 29 年４月 単行本４作品発売 （コミック） 

平成 29 年４月 『下獄上ものがたり』連載開始 （コミック） 

平成 29 年５月 単行本４作品発売 （コミック） 

平成 29 年５月 『ベイビーカートビッチ』連載開始 （コミック） 

平成 29 年６月 単行本４作品発売 （コミック） 

平成 29 年６月 『さすがの猿飛Ｇ』連載開始 （コミック） 

平成 29 年７月 単行本３作品発売 （コミック） 

平成 29 年８月 単行本４作品発売 （コミック） 

平成 29 年９月 『BABEL THE 2ND 黄金少年 GOLDEN BOY』連載開始 （コミック） 

平成 29 年９月 単行本３作品発売 （コミック） 

平成 29 年 10 月 単行本４作品発売 （コミック） 

平成 29 年 11 月 単行本４作品発売 （コミック） 

平成 29 年 12 月 単行本７作品発売 （コミック） 

平成 30 年１月 単行本２作品発売 （コミック） 

平成 30 年２月 単行本５作品発売 （コミック） 

   

 

  

『月刊ヒーローズ』 
©村田真哉・隅田かずあさ／ヒーローズ
©村田真哉・柳井伸彦／ヒーローズ 



 

●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 29 年５月 『破裏拳ポリマー』上映開始 
‐新宿バルト９ほか、全国約 33 館で上映 

（映像） 

平成 29 年７月 『将国のアルタイル』放送開始 （映像） 

平成 29 年 10 月 『Infini-T Force』放送開始 （映像） 

平成 30 年 1 月 『BEATLESS』放送開始 （映像） 

平成 30 年 1 月 『キリングバイツ』放送開始 （映像） 

平成 30 年 1 月 『ダーリン・イン・ザ・フランキス』放送開始 （映像） 

＜今後の予定＞   

平成 30 年２月 『スターシップ・トゥルーパーズ レッドプラネッ
ト』公開予定 

（映像） 

平成 30 年２月 『劇場版 Infini-T Force／ガッチャマン さらば友よ』
公開予定 

（映像） 

平成 30 年３月 『ソードガイ The Animation』SVOD 配信予定 （映像） 

   

 

 

●パチンコ・パチスロ分野 

当中期経営計画期間において「流通基盤の強化」「取扱商品の拡充」「市場環境に動じない
事業構造の構築」「PS ソリューションの提供」を図り、労働生産性の向上を推進していま
す。また、流通商社としてのリレーションの強化により、年間を通じて安定的な商品の提
供を図ります。 

■パチンコ   

平成 29 年 10 月 CR ヱヴァンゲリヲン 2018 年モデル  

平成 30 年１月 CR 遊技性ミリオンアーサー（※）  

＜今後の予定＞   

平成 30 年２月 CR コードギアス 反逆のルルーシュ ～エンペラーロード～（※）  

■パチスロ   

平成 29 年４月 パチスロ おそ松くん  

平成 29 年５月 パチスロ グラップラー刃牙  

平成 29 年５月 パチスロ 逆転裁判  

平成 29 年６月 ぱちスロ アベンジャーズ  

平成 29 年７月 パチスロ そらのおとしものフォルテ  

平成 29 年７月 パチスロ 結城友奈は勇者である  

平成 29 年７月 パチスロ バイオハザード リべレーションズ  

平成 29 年８月 戦国パチスロ花の慶次～天を穿つ戦槍  

平成 29 年８月 パチスロ 織田信奈の野望  

平成 29 年８月 パチスロ 討鬼伝  

平成 29 年９月 回胴性ミリオンアーサー  

平成 29 年９月 アメイジング・スパイダーマン  

平成 29 年９月 ぱちスロ ウルトラセブン  

平成 29 年９月 パチスロ イースⅠ&Ⅱ  

平成 29 年９月 パチスロ 闘え!サラリーマン  

平成 29 年 12 月 パチスロ BLACK LAGOON3  

平成 30 年２月 新世紀エヴァンゲリオン～まごころを、君に～2（※）  

＜今後の予定＞   

平成 30 年３月 パチスロ 超 GANTZ（※）  

   

（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。 

 
 

以上 

 

『BEATLESS』 
©2018 長谷敏司・redjuice・
monochrom／KADOKAWA／
BEATLESS 製作委員会 

『パチスロ BLACK LAGOON3』 
©2006, 2010 広江礼威・小学館／
BLACK LAGOON 製作委員会 
©NANASHOW 

注：『※』印は、平成 30 年３月期 第４四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。


