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株式会社 円谷プロダクション

『ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀』メインビジュアル・最新 PV 公開
ウルトラマントレギア(CV:内田雄馬)が、悪に堕ちる前の本来の姿で初登場
主題歌・宮野真守「ZERO to INFINITY」も披露
株式会社 円谷プロダクション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：永竹 正幸、以下「円谷プロ」）は、
YouTube ウルトラマン公式チャンネル登録 100 万人突破記念作品『ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀』のメイ
ンビジュアル、最新 PV、追加登場キャラクターを発表致します。

今回公開した最新 PV では、宮野真守さんによる主題歌「ZERO to INFINITY」の疾走感あるメロディと共に、物
語の鍵を握る様々な新情報が盛り込まれ、追加キャラクターの出演も続々と明らかになります。
まずは、悪のウルトラマンとして人気を博すウルトラマントレギア（CV:内田雄馬）が、悪に堕ちる前の本来の姿（アー
リースタイル）でシリーズ初登場！親友であったウルトラマンタロウとの過去が明かされます。
そして、ウルトラマンタロウの声は史上初のダブルキャストで出演が決定。『ウルトラマン物語』以来『ウルトラマンギンガ』
『ウルトラマンタイガ』等、数々の作品でタロウ役を演じた石丸博也さんに加え、森久保祥太郎さんが若き日のウルトラマ
ンタロウを演じます。新たにタロウを演じる森久保さんからはコメントも到着しました。
加えて、昨年放送開始 40 周年を迎え、『新世紀 2003 ウルトラマン伝説』へのゲスト登場以来 17 年ぶりの実写
作品登場となるウルトラマンジョーニアス、そしてこちらも映像作品では 37 年ぶりの登場であるアンドロメロスなど、ファン待
望となるキャラクターも登場します。
本作では、さまざまな世代や世界で人気を博するウルトラマンたちが続々参戦し、ファンが夢みた共演が実現します。
現在好評放送中の『ウルトラマンＺ』ともつながる 3 章からなる物語は、2020 年 11 月 22 日（日）あさ 10 時より、
毎週日曜日更新（予定）にて YouTube で世界同時配信。時代を超えて紡がれる本作にどうぞご期待ください。
●最新 PV
https://youtu.be/gQM0i5xd36s
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■ウルトラマントレギア、本来の姿が明らかに！
『劇場版ウルトラマン R/B』『ウルトラマンタイガ』などで悪のウルトラマンとして登場
し人気を博すウルトラマントレギアが、悪に堕ちる前の本来の姿（＝アーリースタ
イル）で登場！
元の姿でどんな活躍をするのか？そして謎の黄金の巨人・アブソリュートタルタロ
スとの関係は？
声の出演は、引き続き内田雄馬さんが熱演します。
ウルトラマントレギア アーリースタイル ／ 内田雄馬
＜CV:内田雄馬さん コメント＞
『ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀』にウルトラマントレギアが出る！！という事で、久しぶりに声を当てさせていた
だき、とても嬉しかったです。
しかも今回はまさか…トレギアのあんな姿が見られるとは…ああ、言いたい。
はやく皆様にも見ていただきたいです。
どうぞ！お楽しみに！！

■ウルトラマンタロウの声が史上初のダブルキャストで描く！
『ウルトラマン物語』以来、『ウルトラマンギンガ』『ウルトラマンタイガ』等、
数々の作品でタロウ役を演じてきた石丸博也さんに加え、
ウルトラマントレギア アーリースタイルと共演する
若き日のウルトラマンタロウを演じるのは、森久保祥太郎さんに決定！
かつて光の国で交友を紡いでいた、若き日のタロウとトレギア。二人に何があっ
たのか？今回の映像化で遂に明かされます。
ウルトラマンタロウ ／ 森久保祥太郎

＜CV:森久保祥太郎さん コメント＞
数あるウルトラマンの中で、ウルトラマンタロウには強い強いシンパシーを抱いていました。
だって僕の名前は祥太郎ですから（笑）タロウ繋がりのウルトラマンタロウの若い頃を担当させていただく日がまさか来よう
とは、思ってもいませんでした。
時代と世代を越えて愛されるウルトラマン達の今後の活躍に期待しつつ、また参加できる機会を心待ちにしております。

■歴代ヒーローが続々追加参戦！ウルトラマンジョーニアス＆アンドロメロス登場決
定！
昨年放送開始 40 周年を迎え、『新世紀 2003 ウルトラマン伝説』へのゲスト登場以来、17 年ぶりの実写映像登
場となる、ウルトラマンジョーニアス（CV:金光宣明）、さらにこちらも映像では 37 年ぶりの実写映像作品登場となる、
アンドロメロス（CV:山口智広）の参戦が決定！
また本作で、様々なヒーローたちの混成部隊「ウルトラリーグ」の存在も明らかになります。どんな目的で、誰が関わって
いくのかはまだ明らかにされていませんが、その活躍にもご期待ください。
■ウルトラマンジョーニアスとは？
1979 年から放送された、ウルトラマンシリーズ初のアニメ作品
『ザ☆ウルトラマン』に登場するウルトラヒーロー。
光の国とは別のウルトラの星・U40 出身の伝説の勇者。
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■アンドロメロスとは？
雑誌展開を経て 1983 年に放送されたミニ番組。
主人公メロスを始め平和を守るアンドロ警備隊と、
宇宙の支配を企むグア軍団との戦いを描いた。
無敵の鎧・コスモテクターをまとっているのが特徴。
さまざまな世代や世界で人気を博するウルトラマンたちが続々参戦し、
ファンが夢みた共闘が実現します。時代を超えて紡がれる物語にご期待く
ださい。

ウルトラマンジョーニアス

アンドロメロス

■「BANDAI SPIRITS TAMASHII NATION 2020」特別番組の YouTube
配信決定！
BANDAI SPIRITS コレクターズ事業部が展開する「TAMASHII NATION 2020」内にて、特別番組の YouTube
配信が決定！
坂本浩一監督をはじめ、ウルトラマンシリーズをこよなく愛するゲスト陣による、『ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀』
の魅力をどこよりもウルトラ早くお伝えする番組をお届けします。
この番組内にて、本作最新映像情報の先行公開を予定しております。ご期待ください！
●配信日時（予定）
・2020 年 11 月 7 日(土)～、YouTube ウルトラマン公式チャンネルにて同時配信
●出演（予定）
・濱田龍臣（ウルトラマンジード役）
・潘めぐみ（ソラ＆ウルトラマンジャスティス役）
・坂本浩一（監督）
詳細は、「TAMASHII NATION 2020」公式サイトにてご確認ください。
https://tamashii.jp/special/tamashii_nation/

■作品概要
作品タイトル：『ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀』
英語タイトル：『ULTRA GALAXY FIGHT: THE ABSOLUTE CONSPIRACY』
配信日程：2020 年 11 月 22 日（日）あさ 10 時～毎週更新（予定） ※1/3 は配信休止
配信先：YouTube ウルトラマン公式チャンネル
配信先 URL：https://www.youtube.com/tsuburaya
登場キャラクター：
ウルトラマンゼロ、ウルトラマンリブット、ウルトラマンべリアル(アーリースタイル)、ウルトラマントレギア（アーリースタイル）
ウルトラマンタイガ、ウルトラマンタイタス、ウルトラマンフーマ、
ウルトラマンゼット、ウルトラウーマングリージョ、ウルトラマン 80、ユリアン、
ウルトラマンマックス、ウルトラマンメビウス、ウルトラマンヒカリ、
ウルトラマングレート、ウルトラマンパワード、ウルトラマンネオス、ウルトラセブン 21、
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ウルトラマンケン、ウルトラウーマンマリー、ゾフィー、ウルトラマンタロウ
ウルトラマンコスモス、ウルトラマンジャスティス、
ウルトラマングレート、ウルトラマンパワード、
ウルトラマンジョーニアス、アンドロメロス、
宇宙恐魔人ゼット、
アブソリュートタルタロス ほか
声の出演(日本語音声版)：
宮野真守、駒田航、小野友樹、内田雄馬、寺島拓篤、日野聡、葉山翔太、畠中祐、其原有沙、戸松遥、福山潤、
難波圭一、飯島肇、三森すずこ、武内駿輔、石丸博也、森久保祥太郎、杉浦太陽、潘めぐみ、中井和哉、関智一、
森川智之、金光宣明、山口智広、杉田智和、長谷川初範、諏訪部順一 ほか
話数：全 10 回 分割配信
言語：日本語音声版(YouTube)・英語吹替版(YouTube) ・中国語吹替版(中国国内サイマル配信)
字幕：英語字幕(YouTube) ・中国語字幕(YouTube)
作品公式サイト： https://m-78.jp/galaxy-fight/tac/
特報 PV：https://youtu.be/w73BslF7rZo (日本語版) https://youtu.be/plWK8pDCms8 (英語版)
監督：坂本 浩一
脚本：足木淳一郎
製作：円谷プロダクション
著作権表記：©TSUBURAYA PRODUCTIONS

■あらすじ
第 1 章：
「ギャラクシーレスキューフォース」の精鋭・ウルトラマンリブットが文明監視員だった時代の物語。
リブットは、ウルトラマンマックスと共に、とある惑星で異様な気配を察知する……だがそれは復讐に燃える敵の罠だった。
リブットをかばい、危機に陥るマックス！ 同じ時、ウルトラマン 80 とユリアンがルーゴサイトに襲撃される。
それらは「大いなる陰謀」の幕開けに過ぎなかった――！
暗躍する、謎の黄金の巨人とは？ 果たして、リブットたちはマックスを救い、敵の脅威を退けることができるのか？！
アブソリュートタルタロス

第 2 章：
遥か昔、数万年前に起きたウルトラ大戦争の時代。
エンペラ星人率いる怪獣軍団と光の国が激戦を繰り広げる中、ウルトラマンケン(のちのウルトラの父)とウルトラマンベリア
ルは、互いに譲らぬ武功をあげ活躍していた。ともに戦った英雄でありながら、いつしか宇宙警備隊隊長に任命され、ウル
トラウーマンマリー(のちのウルトラの母)の心まで射止めたケンに対し、開いていく差を認められないベリアル。彼はさらなる
力を求め、暴走していく……その時、黄金の巨人が現れて囁いた。「お前の運命を変えたくはないか？」と……。
そして歳月は流れ、光の国に一人の科学者・ウルトラマントレギアがいた。彼は宇宙警備隊に入隊できなかった無念な
思いや、「光の使者」として活躍する親友・ウルトラマンタロウへの複雑な感情を抱えながらも、尊敬する科学技術局長
官・ウルトラマンヒカリのもとで研究に励んでいた。しかしある時、ヒカリが姿を消したことで、彼の運命が変わりはじめる
……。
アブソリュートタルタロス

第 3 章：
グリムドを撃破した後、宇宙で修行に励むタイガたちトライスクワッドの前に、”ゼットンを統べる者”宇宙恐魔人ゼットが、
襲い掛かった！
あらゆるゼットンを召喚し襲い来る恐魔人ゼットの前に絶体絶命のトライスクワッド！
全ての背後で暗躍する黄金の巨人に対抗すべく、ウルトラマンゼロたちは、新たな対抗策に打って出る。
アブソリュートタルタロス
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そして宇宙警備隊員の新人・ウルトラマンゼットも、頼もしい先輩・ウルトラマンメビウスらに加わり、大いなる陰謀に立ち向
かっていく……！
本作の最新情報は、公式サイト・円谷プロ公式 Twitter アカウントにてご案内いたします。
・『ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀』： https://m-78.jp/galaxy-fight/tac/
・円谷プロダクション公式 Twitter アカウント： https://twitter.com/tsuburayaprod/
本リリースの画像素材は、下記よりダウンロードしていただくことが出来ます。
https://www.tsuburaya-prod.co.jp/mediakit/20201023_ultragalaxyfight
パスワード：L0MCSq6D

【本件に関する報道関係者様お問い合わせ先】
株式会社 円谷プロダクション パブリックリレーション部
E-mail：public_relations-gr@tsuburaya-prod.co.jp
Web お問い合わせ：https://www.tsuburaya-prod.co.jp/contact-us/
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