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株式会社 円⾕プロダクション

昭和からのウルトラマンファン爆笑問題
平成に続き令和でも公式サポーター就任︕
「ウルトラマンフェスティバル 2019」
池袋・サンシャインシティにて 7/19(⾦)開幕︕
今年で 29 回目の東京開催、累計来場者数 490 万人突破の夏休みイベント「ウルトラマンフェスティバル」が、池袋・
サンシャインシティにて 2019 年 7 ⽉ 19 ⽇(⾦)より開催となります。
前売券発売⽇の 5 ⽉ 11 ⽇(土)に、サンシャインシティ アルパ B1 の噴水広場にて発表イベントを開催。昭和からの
ウルトラマンファンで、平成最後の「ウルトラマンフェスティバル」公式サポーターを務めた爆笑問題（太田光、田中裕二）
が新元号・令和でも公式サポーターに就任。科学特捜隊 特別隊員として隊員服姿で登場し、3 元号に渡るウルトラ愛
と共に「ウルトラマンフェスティバル 2019」の⾒どころを紹介しました。

.

写真左より、ウルトラマンタロウ、爆笑問題（田中裕二、太田光）、ウルトラの⽗、ウルトラの⺟

2019 年は公式サポーターの爆笑問題が、ウルフェスを盛りあげます。まずは、ウルトラマンフェスティバルの⾒どころの⼀
つ「リアルジオラマ」をプロデュース。令和となったいまだからこそみたい初代ウルトラマンと怪獣の名勝負ジオラマの⼀部を爆
笑問題がプロデュースします。
さらに、⼤人気の⼤迫⼒ステージ「ウルトラライブステージ」に爆笑問題が声優として出演しあの人気怪獣・星人の声を
演じます。
今年も⾒どころ満載の｢ウルトラマンフェスティバル 2019｣にご期待ください。
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■爆笑問題コメント
2 年連続、サポーターをやらせていただくということで、
我々ウルトラマンで育った人間としては本当に光栄なことです。
ステージも勿論ですが、ウルトラマンフェスティバルの⼤きな目玉の⼀つがジオラマ。
素晴らしいミニチュアで、去年も写真を撮りまくりました。
今回、ジオラマの⼀部を僕らがプロデュースします。
夢がいっぱいあり過ぎですが、初代『ウルトラマン』の名シーンを再現したいと思いま
す。
そして、今年のウルトラマンフェスティバルのテーマは「親子それぞれの時代」。
ウルトラの⽗、ウルトラの⺟、タロウ、そしてその息子のタイガ︕
ヒーローが親子揃って活躍できる、というのは本当に素晴らしいことだと思います。
是非みなさんも親子でウルフェスに遊びに来てください︕

■｢ウルトラマンフェスティバル 2019｣開催概要
・全体会期

2019 年 7 ⽉ 19 ⽇(⾦)〜8 ⽉ 26 ⽇(⽉)全 38 ⽇間
第１部 7 ⽉ 19 ⽇（⾦）〜8 ⽉ 6 ⽇（火）19 ⽇間
第２部 8 ⽉ 8 ⽇（木）〜8 ⽉ 26 ⽇（⽉）19 ⽇間
休業⽇ 8 ⽉ 7 ⽇（水） ※メンテナンス等
・時間 10:00〜17:30（最終入場 17:00 まで）
・場所 池袋・サンシャインシティ 文化会館 4F 展示ホール B
〒170-8630 東京都豊島区東池袋 3-1
（JR 他各線「池袋駅」8 分／東京メトロ有楽町線「東池袋駅」直結 3 分）
・主催
TBS
・企画制作 ウルトラマンフェスティバル事務局
( TBS/円⾕プロダクション/バンダイ/ TBS グロウディア/TBS ラジオ )
・公式サイト︓http://ulfes.com/2019/
・公式 Twitter︓http://twitter.com/ulfes/
・お問合せ TBS イベントダイヤル 0570-00-0660
（8 ⽉ 26 ⽇まで/受付時間 9︓30〜18︓30）
今年のテーマは「親子〜それぞれの時代のウルトラマン〜」
⻑きに渡って愛され続ける永遠のヒーロー 【ウルトラマン】
ウルフェスに訪れるファミリーそれぞれの世代に憧れのウルトラマンがいる。
その思い出や愛着もウルトラマンと家族の数だけ様々な形があるものです。
今年の目玉は「親子スゴでかフォトスポット」 迫⼒満点の超巨⼤展示がお
出迎え︕
さらに、ウルトラマンゼロの初登場から 10 年を記念し、ウルトラマンゼロミュージ
アムが登場︕
⼤人気「ウルトラライブステージ」は客席全体がヒーローと⼀緒に盛り上がり、
⼤人もこどもも⼤興奮間違いなし。ウルトラマンの世界にたっぷり浸れます︕
ウルトラマンフェスティバル 2019 で夏の思い出をつくろう︕

©TSUBURAYA PRODUCTIONS CO., LTD.

■｢ウルトラマンフェスティバル 2019｣の⾒どころ
●⾒どころ① 「親⼦スゴでかフォトスポット」

ウルトラマンタイガ・ウルトラマンタロウ、戦うヒーロー親子の臨場感溢れる
超巨⼤フォトスポット︕
親子そろって写真を撮ろう︕

※画像はイメージです。

●⾒どころ②

「ウルトラマンゼロミュージアム」

みんな憧れの息子、初登場から 10 年を迎えたウルトラマンゼロの⼤迫⼒展
示コーナーが登場。

※画像はイメージです。

●⾒どころ③

「今年も熱い︕ウルトラライブステージ」

ウルトラヒーローが怪獣達とバトルを繰り広げる⼤迫⼒のライブショー︕
今年はセンターステージが登場。客席全体がライブステージ空間に︕
ウルトラヒーローを応援して、家族みんなで盛り上がろう︕

※ライブステージは会期前半と後半でストーリーが変わります。
・第１部 7 ⽉ 19 ⽇（⾦）〜8 ⽉ 6 ⽇（火）19 ⽇間
受け継がれる光 僕らの未来
・第２部 8 ⽉ 8 ⽇（木）〜8 ⽉ 26 ⽇（⽉）19 ⽇間
ＨＥＲＯになる瞬間（とき）
【スーパーウルトラシートが登場︕】
⼤好評のウルトラシートがパワーアップ︕ステージに超ちかい︕
超迫⼒のスーパーウルトラシートが登場。（入場料＋1 席 1,000 円）
ライブステージをさらに間近でお楽しみ頂ける、迫⼒満点のシートです︕
※『スーパーウルトラシート付入場券』はプレイガイド 4 社

※写真は昨年実施時のものです。

（セブンチケット・ローソンチケット・イープラス・チケットぴあ）のみで販売。

【座席確保でスイスイ⼊場︕ウルトラシート】
・各回ライブステージ 3 列目から約 300 席を入場券とご⼀緒にプレイガイドにて先⾏販売。（入場料＋1 席 500 円）
・『ウルトラシート付入場券』はプレイガイド 4 社（セブンチケット・ローソンチケット・イープラス・チケットぴあ）のみで販売。
・通常入場券でご来場の場合、会場入⼝の窓⼝にてステージ指定席券と無料でお引き換えできますが、 先着順での
ご案内となります。
（スーパーウルトラシート/ウルトラシートの他に当⽇、会場にて約 240 座席のお席をご⽤意しております）
・『スーパーウルトラシート/ ウルトラシート付入場券』をお持ちでない⽅でも、当⽇の残席がある場合のみ 会場入⼝にて
スーパーウルトラシート/ 1000 円、ウルトラシート/ 500 円 でご購入いただく事ができます。 先着順ですのでお早目に
ご来場ください。
なお、⽴ち⾒を含めて満席時は鑑賞できない場合がございます。
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●⾒どころ④ 「ここでしかゲットできないオリジナルグッズ＆コンテンツ」
オープン中、いつでもヒーローと写真が撮れる「ウルトラショット」
世界に 1 枚だけのオリジナルムービーが作れる「なりきりムービー」
会場だけの限定ソフビをはじめ宇宙最⼤級のウルトラグッズが集まる「ウルトラマンデ
パート」
ウルフェスで夏休みの思い出をゲットしよう︕
▲ウルトラマンデパート※写真は昨年実施時のものです。

・展示コーナー等
フォトスポットも盛りだくさん。
ウルトラマンの世界に入り込んで、写真を撮りまくろう︕

・⼊場特典
入場者全員プレゼントはウルフェス限定︕︕
データカードダスで遊べるウルフェス限定フュージョンファイトカード︕
ゲームには新モード、新システムが登場︕︕
・1 部︓スペシャルカード 01 ウルトラマンタイガ『家族の絆』カード
・2 部︓スペシャルカード 02 ウルトラマンタイガ『次世代の息子たち』カード

▲巨⼤ジオラマ ※写真は昨年実施時のものです。

■入場料⾦について
当⽇券 ⼤人
(中学⽣以上)

2,300 円

当⽇券 こども
(3 歳〜⼩学⽣)

1,600 円

前売券 ⼤人
(中学⽣以上)

2,100 円

前売券 こども
(3 歳〜⼩学⽣)

1,400 円

スーパーウルトラシート付入場券(当⽇
⼤人)

3,300 円

スーパーウルトラシート付入場券
(当⽇こども)

2,600 円

スーパーウルトラシート付入場券(前売
⼤人)

3,100 円

スーパーウルトラシート付入場券
(前売こども)

2,400 円

ウルトラシート付入場券(当⽇⼤人)

2,800 円

ウルトラシート付入場券
(当⽇こども)

2,100 円

ウルトラシート付入場券(前売⼤人)

2,600 円

ウルトラシート付入場券
(前売こども)

1,900 円

(税込/2 歳以下無料/１枚につきライブステージの１席と引換可能)
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【グッズ付きチケット】
ウルフェス限定 くじガシャポン「ウルトラマン アバレンボウル」超豪華クリアラメ仕様︕ウルフェス限定メダル４枚セット付き
前売り券
⼤人 2,900 円／こども 2,200 円

イエロー︓ウルトラエナジーメダル＜PR02 ウルトラマンタイガ＞
ブラック︓アバレンボウメダル＜PR03 ウルトラマントレギア ・ PR04 ペガッサ星人ペガ ・ PR05 快獣ブースカ＞
※ローソンチケット 5 ⽉ 11 ⽇（土）〜販売中︕
※ウルフェス限定アバレンボウルメダルセットは無くなり次第終了です。予めご了承ください。
※ウルフェス会場内でのメダルお渡しになります。

【注意事項】
※前売券販売開始 5 ⽉ 11 ⽇(土)午前 10:00〜（各種プレイガイド他）
※スーパーウルトラシート・ウルトラシート付き入場券の販売はローソンチケット/セブンチケット/イープラス/チケットぴあのみ での販売。
※前売券販売は 7 ⽉ 18 ⽇(木)まで。7 ⽉ 19 ⽇(⾦)以降は当⽇料⾦です。
※会場内はベビーカーをお持込みいただけません。ベビーカー置き場をご⽤意しておりますのでご利⽤ください。
※内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ライブステージ上演中の動画撮影・録音及び静止画撮影は、会場で特別のご案内がある場合を除き、禁止とさせていただきます。

【全券種取り扱い】
●セブンチケット
店頭直接購入は⼿数料無料︕インターネット購入はお座席選択可︕
インターネット購入 http://7ticket.jp/g/000633
店頭購入 【セブンコード】【入場券】・ウルトラシート付入場券 075-735・入場券 075-734
店頭マルチコピー機での購入⽅法 http://www.sej.co.jp/services/popup/svflow_tickets.html

●ローソンチケット（L コード 33111）
ご利⽤⽅法︓http://l-tike.com/guide/index.html
インターネット予約も電話予約もコンビニ購入も⼿数料は⼀切無料︕
さらにグッズ（「アバレンボウル」ウルフェスオリジナル４種セット）引換券付き入場券発売中
オペレーター予約・問合せ 0570-000-777（10︓00〜20︓00）
インターネット購入 https://l-tike.com/event/ulfes2019/
店頭購入 loppi で購入→ http://l-tike.com/guide/loppi.html
ローソン店舗→ http://store.lawson.co.jp/
ミニストップ店舗→ http://www.e-map.ne.jp/asp/ministop/
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●チケットぴあ
全国約 38,000 店舗の多彩な販売ネットワークでらくらく購入。ぴあ店舗（⼀部除く）では座席選択可。
インターネット購入ではポイントも貯る。
電話予約 0570-02-9999（入場券 P コード 992-283）（ウルトラシート付 P コード 561-782）
インターネット購入 https://w.pia.jp/t/ulfes2019/
店頭購入→セブン-イレブン、チケットぴあのお店（店舗⼀覧）http://t2.pia.jp/guide/retail.html

●イープラス
コンビニ入⾦、受取りなら⼿数料無料︕
特集ページと購入はこちら https://eplus.jp/ulfes2019/
詳しい購入⽅法はこちら→ https://eplus.jp/sf/guide/service#step1
ファミリーマート店内【Fami ポート】にて直接購入可能

【通常⼊場券のみの取り扱い】
●TBS オンラインチケット http://www.e-tix.jp/ulfes2018/
チケットは⾃宅で発券︕⼿数料無料︕

●チケットポート
【店頭購入】 チケットポート関東各店（店舗詳細） http://www.ticketport.co.jp/shop/
【電話予約】 03-5561-7714（平⽇ 10︓00〜18︓00、オペレーター対応）

●TBS ストア赤坂店
【電話】 03-3505-7836
■ＪＴＢレジャーチケット
【コンビニ購入】
前売券 https://opt.jtb.co.jp/kokunai_opt/p/pJTB025129313/ （準備出来次第〜公開）
当⽇券 https://opt.jtb.co.jp/kokunai_opt/p/pJTB025129413/ （7/19〜公開）
■楽天チケット
【楽天スーパーポイントが貯まる︕使える︕】
インターネット購入

http://r-t.jp/ulfes

■ＥＶＥＮＩＦＹ イベンティファイ※お申し込みには会員登録（無料）が必要
インターネット購入、店頭直接購入とも⼿数料無料︕
インターネット購入 チケットのお求めはこちら（funity） https://www.funity.jp/ultraman/
店頭購入 ファミリーマートで直接購入︓『Fami ポート』→『チケットを探して買う』→『ウルトラマンフェス』
＜「ウルトラマンフェスティバル 2019」に関するお問い合わせ先＞
TBS イベントダイヤル 0570-00-0660（8 ⽉ 26 ⽇まで／受付時間 9:30〜18:30）

＜ウルトラマンシリーズに関する報道関係者様お問い合わせ先＞
円⾕プロダクション Web お問い合わせ︓https://www.tsuburaya-prod.co.jp/contact-us/
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