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ウルトラマンゼロ 10 周年記念 生配信トーク番組

8 月 22 日(土)「ウルトラマンゼロ TALKish」開催決定！
宮野真守ほか ゼロにまつわる豪華ゲストが出演
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、ウ
ルトラマンゼロの登場 10 周年を記念する生配信トーク番組「ウルトラマンゼロ TALKish(トーキッシュ)」を、株式会社
NTT ドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉澤 和弘、以下「NTT ドコモ」 ）と共同で、2020 年
8 月 22 日(土)19 時よりオンラインにて開催致します。

番組には、ウルトラマンゼロの声役を務める人気声優・宮野真守さんや、映画『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決
戦! ベリアル銀河帝国』でウルトラマンゼロの人間体・ランを演じた小柳友さんなど、ウルトラマンゼロにまつわる豪華ゲスト
が登場。10 年の振り返りやゼロに対する想い等、ゼロに関する様々なテーマで熱いトークを繰り広げる他、番組内ではウ
ルトラマンシリーズおよび宮野真守さんに関連する最新情報を発表致します。
当番組は、NTT ドコモのｄアカウントに対応し、次世代のライブエンターテイメント技術によりファンと一緒に作っていく
参加型ライブを体験できる「SPWN」プラットフォームにて配信。円谷プロダクションが展開するオンラインでのエンターテイン
メント企画にどうぞご期待下さい。

■開催概要
タイトル：ウルトラマンゼロ１0 周年記念 生配信トーク番組「ウルトラマンゼロ TALKish(トーキッシュ)」
開催日：2020 年 8 月 22 日(土) 19 時～ 配信開始
配信・チケット販売：SPWN(スポーン) https://ultraman.spwn.jp
発売日時:2020 年 8 月 6 日(木)12 時～
料金：通常チケット 3,000 円(税込)
ビジュアルブック付チケット 7,180 円(税込) ※送料 400 円(税込)別途
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※放送終了後、編集版のアーカイブ配信(有料)を行います。生配信の視聴チケットをお持ちの方は、無料でご視聴い
ただけます。 アーカイブ配信の詳細に関しましては、円谷プロ公式 Web サイトにて後日発表いたします。
●出演者
宮野真守（ウルトラマンゼロ 声役）
小柳友（『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦! ベリアル銀河帝国』ラン役）
南翔太（『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』レイ役）
坂本浩一（『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』監督）
アベユーイチ（『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦! ベリアル銀河帝国』監督/脚本）
●「ウルトラマンゼロ TALKish(トーキッシュ)」とは
英語で“話す”という意味の“TALK”に、ゼロの決め台詞である“フィニッシュ(finish)”をかけ合わせた造語です。
ゼロの名の下に仲間が集いおしゃべりを楽しむ、そんな想いをタイトルに込めています。
※チケットのご購入には、d アカウント(登録無料)が必要となり、既に SPWN のアカウントをお持ちの方はアカウント連携
が必要となります。
※ビジュアル付チケットは枚数に制限がございます。準備数に達し次第終了となりますので、ご了承ください。
※通信にかかる費用はお客様のご負担となります。
※番組冒頭および最新情報の発表に関しましては、YouTube ウルトラマン公式チャンネルにて同時ライブ配信(無料)
を行います。

■ウルトラマンゼット＆ウルトラマンゼロ ビジュアルブックが一足早く手に入る特別チケットを販売

※画像はイメージです。
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「ウルトラマンゼロ 10 周年」および、ウルトラマンゼロの弟子・ウルトラマンゼットが活躍する『ウルトラマンＺ』(テレビ東京系
列にて毎週土曜日あさ 9 時より好評放送中)を記念したビジュアルブックが登場。ウルトラマンゼロとウルトラマンゼットの
両面表紙となっており、それぞれの魅力を余すところなくご覧いただけるほか、YouTube ウルトラマン公式チャンネルにて
大人気配信中『ウルトラマンゼット&ウルトラマンゼロ ボイスドラマ』の特別話が収録された特典 CD が付属します。ゼロ
(CV:宮野真守)とゼット(CV:畠中祐)のビジュアルブックを巡るウルトラレアなエピソードをお楽しみください。
「ウルトラマンゼロ TALKish(トーキッシュ)」では、この「ゼット＆ゼロ ビジュアルブック」が発売日よりも早く手に入るビジュア
ルブック付チケットを発売。ビジュアルブックを確実に手に入れたい方は、こちらのチケットがおすすめです。
商品名：ウルトラマンゼット&ウルトラマンゼロ ビジュアルブック
発売日：2020 年 9 月 19 日(土)
価格：3,800 円(税抜)
発行：円谷プロダクション
特典 CD：『ウルトラマンゼット&ウルトラマンゼロ ボイスドラマ』ビジュアルブック特別話(約 4 分)収録
販売場所：「ウルトラマンゼロ 10 周年 THANKS CARAVAN」イベント会場、ウルトラマンワールド M78 各店舗、ウ
ルトラマンワールド M78 オンライン ( https://www.m78-online.net/ultra/ )
※｢THANKS CARAVAN｣では、会場によってグッズ販売を実施しない場合がございます。グッズ販売の有無に関しまし
ては、ゼロ 10 周年特設サイト( https://m-78.jp/zero10th/ )をご確認ください。
※会場や店舗によって在庫状況が異なります。在庫に関しては会場スタッフおよび各店舗に直接お問合せください。

■出演者への質問大募集！豪華プレゼントが当たる Twitter キャンペーン開催
ウルトラマンゼロ 10 周年公式 Twitter にて、「ウルトラマンゼロ TALKish(トーキッシュ)」開催を記念してキャンペーンを
実施いたします。ご投稿いただいた質問のうち、いくつかを出演者にお答えいただきます。ご応募いただいた方の中から抽
選で 15 名様にウルトラマンゼロのグッズをプレゼント。出演者への熱い質問と共に、是非ご応募ください。
●キャンペーン参加方法
①「ウルトラマンゼロ 10 周年」公式 twitter(@m78_zero10th)をフォロー
②ハッシュタグ「#ゼロ TALKish」をつけて、出演者への質問を投稿
●プレゼント内容
DX ウルトラゼロアイ：2 名様
DX ゼロスラッガーセット：2 名様
ウルトラサウンドフィギュア DX ウルトラマンゼロ：2 名様
S.H.Figuarts ウルトラマンゼロ：5 名様
Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT ZERO -ACTION-：2 名様
ENTRY GRADE ウルトラマンゼロ：2 名様
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●キャンペーン応募期間
2020 年 8 月 6 日(木)～8 月 21 日(金)

■dTV 連動企画「ウルトラマン特集」実施中
「ウルトラマンゼロ TALKish(トーキッシュ)」と連動し、dTV®では「ウルトラマン特集」を実施中。
ウルトラマンゼロが出演する映画や、ウルトラマンフェスティバルのライブステージ等、様々な作品を配信しております。この
機会に、是非ご覧ください！
dTV「ウルトラマン特集」：https://bit.ly/30jiLoy
実施期間：8 月 22 日まで
※dTV とは、話題の映画やドラマ、最新のアニメをはじめ、人気アーティストのミュージックビデオやライブ映像、更にはカラ
オケまで、多彩なジャンルの約 120,000 作品が月額 500 円（税抜）ですべて楽しめるサービスです。
※ご視聴には dTV の会員登録が必要となります。（dTV サイト (https://video.dmkt-sp.jp) から会員登録でき
ます。）
※対応機種・ご利用条件など、詳しくは「dTV サイト」でご確認ください。
※「dTV」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。

■ウルトラマンゼロ 10 周年プロジェクト
ウルトラマンゼロは 2009 年 12 月 12 日公開『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』で初登場。ウルトラ
セブンの息子という肩書きと、それまでのウルトラヒーローとは一線を画すキャラクター性で鮮烈な印象を残しています。
デビューから 10 年、彼はたくさんの“仲間”に支えられ、宇宙を越えて絆を紡いできました。今まで応援してくれた皆さんに
「ありがとう」を伝えるべく、ウルトラマンゼロが駆け巡る！
ウルトラマンゼロ 10 周年プロジェクトでは、そんなウルトラマンゼロのアニバーサリーイヤーを記念した様々な企画をお届け
いたします。
「ウルトラマンゼロ 10 周年」特設サイト：

https://m-78.jp/zero10th/

「ウルトラマンゼロ 10 周年」公式 Twitter：@m78_zero10th

【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
Web お問い合わせ：http://www.tsuburaya-prod.co.jp/contact-us/
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