報道関係者各位
プレスリリース

親子三世代ヒーロー初集結︕

2019 年 7 ⽉ 18 ⽇
株式会社 円⾕プロダクション

「ウルトラマンフェスティバル 2019」7/19(⾦)開幕
爆笑問題プロデュースジオラマも登場

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。
開幕前⽇の 7 ⽉ 18 ⽇(⽊)に実施した特別内覧会では、オフィシャルサポーター・爆笑問題（太⽥光、⽥中裕⼆）
のお⼆⼈が『ウルトラマン』の科学特捜隊の隊員服姿で登場し、展⽰の目⽟であるウルトラマンタロウ、ウルトラマンタイガ
の「親⼦スゴでかフォトスポット」、爆笑問題さんご⾃⾝がプロデュースした「今⾒たい︕ウルトラマン名勝負ジオラマ」など、
今回の展⽰の⾒どころをご紹介しました。会場には、ウルトラの⽗・⺟、ウルトラマンタロウ、そしてタロウの息⼦・ウルトラマ
ンタイガも登場し、“親⼦三世代”のウルトラヒーローが地球上で初集結となりました。

左から、ウルトラマンタイガ、ウルトラマンタロウ、爆笑問題・⽥中さん、

⼦どもたちと⼀緒にシュワッチ︕

爆笑問題・太⽥さん、ウルトラの⽗、ウルトラの⺟

＜爆笑問題（太⽥光、⽥中裕⼆）さんコメント＞
我々のプロデュースしたジオラマは、事務所がある阿佐ケ⾕駅近辺にゼットンが来ちゃって、ウルトラマンが助けに来てくれ
るというものです。七⼣祭りの提灯など、結構リアルです。科学特捜隊の隊員服を着た僕たち⼆⼈のフィギュアもあります
ので、探してみてください。
爆笑問題さんのジオラマプロデュースの打ち合わせ風景は、『TSUBURAYA・GALAXY』にて無料公開中です。
https://galaxy.m-78.jp/tv̲3-7.html
「ウルトラマンフェスティバル 2019」は明⽇ 7 ⽉ 19 ⽇(⾦)〜8 ⽉ 26 ⽇(⽉)までの期間中(8 ⽉ 7 ⽇(⽔)は休業⽇)、
池袋・サンシャインシティ ⽂化会館にて開催となります。
「ウルトラマンフェスティバル 2019」公式サイト︓https://www.ulfes.com/2019/
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■｢ウルトラマンフェスティバル 2019｣会場写真

「親⼦スゴでかフォトスポットでタロウ(右)、タイガの親⼦とポーズ

ウルトラセブンの前で、エメリウム光線のポーズ

迫⼒のウルトラライブステージでは、新ヒーロー・ウルトラマンタイガ

爆笑問題さんプロデュースのジオラマは、阿佐ケ⾕駅近辺が舞台

今年のライブステージにはセンターステージが初登場

ウルトラマンタロウ、ウルトラマンタイガの親⼦ヒーロー

(中)、ウルトラマンタイタス(左)、ウルトラマンフーマ(右)が大活躍

ウルトラマンタイガとレッドキングのバトル

大⼈気の「ウルトラショット」(有料)で、ヒーローと記念撮影
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■｢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
ウルトラライブステージ第１部「受け継がれる光 僕らの未来」 7 ⽉ 19 ⽇(⾦)〜8 ⽉ 6 ⽇(⽕)
ウルトラライブステージ第２部「HERO になる瞬間（とき）」 8 ⽉ 8 ⽇(⽊)〜8 ⽉ 26 ⽇(⽉)
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︓https://ulfes.com/2019/
・公式 Twitter︓https://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）
・チケット
当⽇券料⾦︓大⼈(中学⽣以上) 2,300 円／こども(3 歳〜⼩学⽣) 1,600 円
※2 歳以下無料／1 枚につきライブステージの 1 席と引き換え可能
※ステージ前「スーパーウルトラシート」(⼊場料＋1 席 1,000 円)、前⽅席「ウルトラシート」(同・1 席 500 円)も有り
※プレイガイド等、チケットの詳細は、公式サイトをご確認ください https://www.ulfes.com/2019/ticket/
・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
公式サイト︓http://www.dcd-ultraman.com/

1部

2部
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■「ウルトラマンフェスティバル 2019」スペシャルイベント

各イベントの詳細は、「ウルトラマンフェスティバル 2019」公式サイト（https://www.ulfes.com/2019/）をご参照
ください。
・「ウルトラマンネクサス スペシャルナイト 再開-リユニオン-」 ※完売御礼
⽇時︓7 ⽉ 23 ⽇(⽕)19:30〜
ゲスト︓川久保拓司(孤門⼀輝 役)、佐藤康恵(⻄条凪 役)、石橋保(和倉英輔 役)、五藤圭⼦(平⽊詩織 役)、
加藤厚成(石堀光彦 役)、内山眞⼈(千樹憐 役)、中丸シオン(斎⽥リコ 役)
・「S.H.Figuarts ニュージェネレーション勢ぞろい記念スペシャルトークショー by TAMASHII NATIONS」
⽇時︓7 ⽉ 25 ⽇(⽊)19:00〜
ゲスト︓根岸拓哉(『ウルトラマンギンガ』『ギンガＳ』礼堂ヒカル 役)、宇治清高(『ウルトラマンギンガＳ』ショウ 役)、
滝 裕可⾥(『ウルトラマンギンガＳ』杉⽥アリサ 役)、坂本浩⼀(『ウルトラマンギンガＳ』メイン監督)
・「BD＆DVD 発売記念︕『劇場版ウルトラマンＲ／Ｂ セレクト︕絆のクリスタル』スペシャルナイト」
⽇時︓7 ⽉ 29 ⽇(⽉)19:30〜
ゲスト︓平⽥雄也(湊カツミ 役)、⼩池亮介(湊イサミ 役)、其原有沙(湊アサヒ 役)
・「DARKNESS HEELS スペシャルナイト」
⽇時︓8 ⽉ 15 ⽇(⽊)19:30〜
ゲスト︓校條拳太朗(舞台『DARKNESS HEELS〜THE LIVE〜』ウルトラマンベリアル 役)、⾕ 佳樹(同・ジャグラ
ス ジャグラー 役)、友常勇気(同・イーヴィルティガ 役)、古⾕大和(ダークザギ 役)、相楽伊織(同・カミーラ 役)
・「ウルフェス ソングコレクション LIVE」
⽇時︓8 ⽉ 16 ⽇(⾦)19:00〜
ゲスト︓ボイジャー、山口智広、上⽥和寛(TANEBI)、MIKOTO、海弓シュリ
・「アニメ『ULTRAMAN』スペシャルステージ」
⽇時︓8 ⽉ 24 ⽇(土)19:00〜
ゲスト︓潘めぐみ(北⽃星司 役) 、濱⽥龍⾂(俳優︓原作コミック/アニメファン)、⽥中秀幸(早⽥進 役)、芝井美
香(佐山レナ・北⽃星司モーションアクター)
※本イベントのチケット発売⽇等、詳細は「ウルトラマンフェスティバル 2019」公式サイトで順次ご案内します。

※各イベントのスケジュール、ゲスト、内容等は予告なく変更する場合がございます。

＜報道関係者様お問い合わせ＞
株式会社 円⾕プロダクション Web お問い合わせ
https://www.tsuburaya-prod.co.jp/contact-us/
＜「ウルトラマンフェスティバル 2019」に関するお問い合わせ＞
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）
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