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報道関係者各位 
プレスリリース 

2016 年 12 月 15 日 
株式会社 円谷プロダクション 

追加キャスト、主題歌情報、キービジュアル＆第 1 弾 PV 解禁！ 

Amazon オリジナル『ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA』 
2016 年 12 月 26 日(月)13:00〜 池袋・サンシャインシティにて配信開始記念イベント開催！ 

 
株式会社 円谷プロダクション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：⼤岡新⼀）が製作し、現在テレビ東京系 6 局

ネットで放送中のウルトラマンシリーズ最新作『ウルトラマンオーブ』のスピンオフとなる『ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA』が、
2016 年 12 月 26 日(月)より Amazon プライム・ビデオ限定にて⾒放題配信開始となります。 

この度、主⼈公・ガイを演じる⽯⿊英雄さん、宿敵・ジャグラス ジャグラーを演じる⻘柳尊哉さんに次ぐ追加キャスト、主題歌、
および初解禁となる本編映像を含む第 1 弾プロモーション映像を公開いたします。 

 
また、本作の配信スタートを記念し、2016 年 12 月 26 日(月)に出演者が登壇する配信開始記念イベントを開催いたしま

す。 
 

■作品概要 
番組名：Amazon オリジナル『ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA』 
配信開始日：2016 年 12 月 26 日(月) 
更新日：毎週月曜日   話数：12 話 
製作：円谷プロダクション 
出演： 

⽯⿊英雄 ⻘柳尊哉 福田沙紀 前川泰之 榎木孝明 和泉元彌 
つるの剛士 杉浦太陽  文音 渋谷飛鳥 古原靖久 宮﨑香蓮 

監督：小中和哉 おかひでき 
シリーズ構成：小林弘利 林壮太郎 小中和哉 
公式サイト：http://m-78.jp/orb/saga/ 
第 1 弾プロモーション映像（60s）：https://youtu.be/_mol96hP5HM 
 
◎Amazon オリジナル『ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA』配信開始記念イベント概要 
開催日時：2016 年 12 月 26 日(月) 13:00〜14:00 予定 
会場：池袋・サンシャインシティ 専門店街アルパ地下 1 階 噴水広場（東京都豊島区東池袋 3-1-1） 
＜登壇ゲスト(予定)＞ 

⽯⿊英雄 ⻘柳尊哉 福田沙紀 前川泰之 榎木孝明 和泉元彌 
つるの剛士 杉浦太陽 
ウルトラマンオーブ オリジン・ザ・ファースト 
小中和哉監督 
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■メインキャスト、ストーリー、主題歌情報 
今年 7 月よりテレビ放送を開始した『ウルトラマンオーブ』では、クレナイ ガイ（⽯⿊英雄）とジャグラス ジャグラー（⻘柳尊

哉）が熾烈な戦いを繰り広げていますが、『ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA』が描くのは、かつて同じ勢⼒に⾝を置き、
ともに戦ったガイとジャグラー、二⼈の“始まりの物語”です。ウルトラマンオーブに選ばれたガイの “ファースト・ミッション”はジャグラーと
ともに、惑星カノンを襲う宇宙悪魔ベゼルブの群れから⼈々を守ること。惑星カノンの⼥王アマテ役を福田沙紀さん、近衛隊⻑シ
ンラ役を前川泰之さん、将軍ライゴウ役を榎木孝明さん。そして宇宙悪魔ベゼルブの群れを操るサイキ役を和泉元彌さんが演じま
す。さらに、若き光の戦士・ガイを教え導くウルトラマンダイナ＝アスカ・シン役として、つるの剛士さん、ウルトラマンコスモス＝春野ム
サシ役として、杉浦太陽さんが出演いたします。 
つるの剛士さんは、浅倉⼤介さんが作曲・編曲を手掛ける主題歌『ULTRAMAN ORB』のボーカルも担当いたします。 
メインキャスト、ストーリー、主題歌情報については以下の通りとなります。 

 
＜メインキャスト＞ 
ガイ／ウルトラマンオーブ（演：⽯⿊英雄） 
遥か銀河の彼方の惑星 O-50（オーフィフティ）にそびえ⽴つ「戦士の頂」において、聖剣オーブカリバーを授け
られ、ウルトラマンオーブに選ばれる。「誰も傷つけず、悲しませない」という理想を追い、宇宙悪魔ベゼルブの群れ
を操るサイキとの戦いに⾝を投じる、若き光の戦士。 

 
ジャグラス ジャグラー（演：⻘柳尊哉） 
蛇⼼流の剣技に優れたエリート戦士。ガイとともに「戦士の頂」にたどり着いたが、ウルトラマンオーブに選ばれたの
はガイだった。光の戦士に選ばれなかった⾃分⾃⾝、理想を語るガイに苛⽴ちを抱えながらも、ガイをサポートし
任務を果たそうとする。 
 
アマテ（演：福田沙紀） 
王⽴惑星カノンの若き⼥王。王家の⼥性だけに流れる特別な⾎を受け継いでおり、「戦神（いくさがみ）」とな
る⼒を持つ。宇宙悪魔ベゼルブの群れを操り、⼥王を差し出すよう脅迫するサイキに対し、将軍ライゴウは先制
攻撃を主張するが、平和を求めるアマテは、サイキとの対話を近衛隊⻑シンラに命じる。 
 
シンラ（演：前川泰之） 
⼥王アマテに忠誠を誓う、王⽴惑星カノンの近衛隊⻑。アマテを⽗のように守り、兄のように⽀えてきた。アマテの
命令を受け、サイキの基地がある惑星ザインに向かう際に、王家に代々伝わるというお守りをアマテより授かる。
近衛兵のリッカとミコットを部下に持つ。 

 
ライゴウ（演：榎木孝明） 
王⽴惑星カノンを守る防衛軍の将軍。サイキが操る宇宙悪魔ベゼルブの群れの襲来に対し、先制攻撃を主張
する。「戦神（いくさがみ）」となる⼒を持つアマテのことを、惑星カノンの「最終兵器」であると考えている。 
 
サイキ（演：和泉元彌） 
非常に優秀な頭脳を持つレイフ星⼈の科学者。宇宙悪魔ベゼルブの頂点に⽴つクイーンベゼルブと精神的に共
鳴し合っており、ベゼルブの群れを操ることができる。争いのない平和な宇宙を創造するために、ベゼルブが持つク
グツという毒を用いて、すべての生命の意志を奪おうと計画している。円型のボディと星型の目が特徴的なサポー
ト AI・パーテルがいつも傍にいる。 
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アスカ・シン／ウルトラマンダイナ（演：つるの剛士） 
ウルトラマンダイナとして謎の生命体スフィアの脅威から地球を守るため戦ったのち、時空を超えた旅を続けている。サイキによって宇
宙に混乱がもたらされていることに気付き、春野ムサシ（ウルトラマンコスモス）に協⼒を要請する。熱き思いでウルトラマンオーブ
をサポートする。 
 
春野ムサシ／ウルトラマンコスモス（演：杉浦太陽） 
ウルトラマンコスモスとしてカオスヘッダーの脅威から地球と怪獣を守り戦ったのち、現在は遊星ジュランに在住し怪獣たちを⾒守って
いる。怪獣との共存を常に考える優しい⼼を持つ。アスカからの協⼒要請を受け、王⽴惑星カノンに向かい、戦うことなく平和を保
とうとするアマテの思いに共鳴する。 
 
ウルトラマンオーブ オリジン・ザ・ファースト 
銀色のボディに赤いラインが特徴的なウルトラマンオーブの最初期の姿。 
ガイがオーブカリバーを使って変⾝する。 
⾝⻑：10〜50m／体重：1 万トン〜5 万トン／必殺技：オリジウム光線 
 
 
＜ストーリー＞ 

これは、ウルトラマンオーブ始まりの物語。 
 遥か銀河の彼方の惑星 O-50（オーフィフティ）―  

その秘境にそびえ⽴つ「戦士の頂」にたどり着いた二⼈の⻘年、ガイ（⽯⿊英雄）とジャグラス ジャグラー（⻘柳尊哉）は、
優れた資質を持つ者を⾒極め「光の戦士」となる⼒を授けるという眩い光に手を伸ばす。光はガイを選び、聖剣オーブカリバーを手
にしたガイはウルトラマンオーブとなった。 
 ガイとジャグラーは、ドクター・サイキ（和泉元彌）が操る宇宙悪魔ベゼルブの脅威から⼈々を守るために出発する。王⽴惑星
カノンに襲来したサイキは、戦神の⾎を引く⼥王アマテ（福田沙紀）を差し出せと要求する。将軍ライゴウ（榎木孝明）は先制
攻撃を主張するが、⼥王アマテは、近衛隊⻑シンラ（前川泰之）にサイキとの対話を命じる。 
 ⾃らの目的を「争いのない宇宙の創造」だと嘯くサイキ。真の平和の意味を問う若き光の戦士・ガイ。 

全宇宙をかけたファースト・ミッションがいま始まる―。 
 
＜主題歌情報＞ 
オープニング 

『ULTRAMAN ORB』 浅倉大介／つるの剛士  
（作詞: 麻倉真琴／作曲・編曲: 浅倉⼤介） 

エンディング 
『Ultraman Orb -Touch the Sun-』 シライシ紗トリ 
（作詞・作曲・編曲：シライシ紗トリ） 

 
● CD 発売情報 
 「ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA - Themes -」 （Amazon Records） 

発売日：2016 年 12 月 26 日（月）  価格：税抜 1400 円  収録曲：8 曲  収録時間：23 分 
   ※予約受付 URL  https://www.amazon.co.jp/dp/B01LTHZZ4S 
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■参考：Amazon ビデオについて 
Amazon ビデオは、プレミアムなオンデマンド・エンターテイメント・サービスです。お客様が、⾒たい作品を⾒たい方法でご覧になれ
るよう多様な選択肢をご提供しています。 
� プライム・ビデオ：数千本もの⼈気映画やテレビ番組、また、各賞を受賞した Amazon スタジオ制作による、オリジナル・ドラ

マなどが、Amazon プライム会員であれば⾒放題でご覧になれます。 
� レンタルおよび購入：Amazon をご利用されるお客様は、数千本の新作映画やテレビ番組をオンデマンドでレンタルまたは

購入になれます。 
� どこでも視聴：Amazon ビデオの無料アプリを利用し、スマートテレビ、プレイステーション®、iOS や Android 搭載のモバイ

ルデバイス、Amazon Fire TV、Fire TV Stick、Fire タブレット、オンラインなどで、どこでも視聴できます。利用できるデバイ
スのリストは、https://www.amazon.co.jp/gp/video/getstarted/ をご参照ください。 

� プレミアムな特⻑：4K ウルトラ HD や HDR に対応。モバイルデバイスにダウンロードすればオフラインでも視聴になれます。 
 
Amazonプライムは、年会費3,900円（税込）で、お急ぎ便やお届け日時指定便を追加料⾦なしで何度も利用できるほか、
100 万曲以上の楽曲や多様なプレイリスト、ラジオ機能を楽しめるプライムミュージック、Amazon クラウド・ドライブ上に無制限に
写真を保存できるプライム・フォト、毎月 1 冊無料で読める Kindle オーナーライブラリーも利用できる会員制プログラムです。プラ
イムに関する詳細と 30 日間無料体験は https://www.amazon.co.jp/prime をご覧ください。 
 
Amazon および Amazon プライムは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 
 
 

【本件に関するお問い合わせ先】 
株式会社 円谷プロダクション Web お問い合わせ 
http://www.tsuburaya-prod.co.jp/contact-us/ 


