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報道関係者各位 

プレスリリース 

 

                              

 

  

2021年 3月 17日 

株式会社円谷プロダクション 

株式会社 NTT ドコモ 

 
ヒーロー＆怪獣たちに、もっと会える。 

きたぞ！我らの“ウルトラ”サブスク！！ 

作品見放題など、円谷プロのエンターテイメントを幅広くお楽しみいただける 
「TSUBURAYA IMAGINATION」 

円谷プロダクション×ＮＴＴドコモで本日からサービス開始! 
 

株式会社円谷プロダクションと株式会社 NTT ドコモは、ウ
ルトラマン 55周年記念事業として、ウルトラマンシリーズを
始めとする作品見放題や円谷プロのエンターテイメントを幅
広くお楽しみいただける初の公式定額制デジタル・プラットフ
ォーム・サービス「TSUBURAYA IMAGINATION（ツブラヤ イ
マジネーション）」を 2021年 3月 17日（水）から提供開始し
ます。 
 

 サービスは、3 つの選べるプラン、月額 500 円（税込 550

円）でお楽しみいただける「スタンダード」と、年額 19,800 円
（税込 21,780 円）でチケット最速先行販売、限定グッズ販売
やオンラインイベントなど更なるサービスを体験できる「プレ
ミアム」、気軽に参加できる「無料（お試し）」をご用意しまし
た。TSUBURAYA IMAGINATION 公式サイトからお申込みい
ただけます（https://imagination.m-78.jp/）。 
 
 本サービスは、円谷プロがアーカイブの提供やコンテンツ
の制作などのサービスの提供を担い、ドコモが「d アカウント®」による認証や動画配信等各種プラ
ットフォームの提供を担う、両社協業によるサービスです。円谷アカウントと d アカウントを取得い
ただければ、どの携帯キャリアからもご利用いただけます。 
 

1966 年に放送された『ウルトラ Q』で日本のお茶の間に衝撃を与え、続く、日本特撮テレビシリ
ーズに金字塔を打ち立てた『ウルトラマン』が誕生。1966 年の放送当時、最高視聴率 42.8%を記録
し話題を席捲、誕生から 55 周年を迎えた現在も、円谷プロは、ヒーロー＆怪獣のジャンルに新た
な地平を切り開き、毎年、新たなウルトラマンシリーズを生み出しており、現在も、劇場映画『シン・
ウルトラマン』を鋭意製作中です。 
 
「TSUBURAYA IMAGINATION」は、55年にわたり幅広い世代に楽しんでいただいている『ウルト

ラＱ』『ウルトラマン』から、最新作『ウルトラマンＺ』まで、ウルトラマンのテレビシリーズ・劇場公開

https://imagination.m-78.jp/
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映画を始め、『怪奇大作戦』『マイティジャック』『ミラーマン』などの特撮テレビシリーズのエピソード

を見放題で提供いたします（プランによって体験できるサービスが異なります）。 
『ウルトラマンＺ』から生まれた「TSUBURAYA IMAGINATION」独占配信のオリジナル新作『セブ

ンガーファイト』や初公開となる『ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀ディレクターズカット
版』、マーベルコミック「THE RISE OF ULTRAMAN」の日本語版、連載記事、小説など、オリジナル
コンテンツも盛りだくさん。 
さらに、オンラインイベントへの参加、限定商品の販売、チケットの先行販売など、いまだかつて

ないサービスを用意し、イマジネイティブな毎日をお届けします。 
 
●PV： https://youtu.be/6QI9QuFGYMs  

※ 配信コンテンツについては、番組編成の都合により、内容が変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 
＊ 「dアカウント」」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。 
 

  

https://youtu.be/6QI9QuFGYMs


                               3                           ©円谷プロ 

 

別紙１ 
 

■TSUBURAYA IMAGINATION サービス概要 
 

１．サービスプラン概要 
 
●スタンダード 月額 500円（税込 550円） 

 
◇ウルトラマンシリーズ約 1,200 エピソードが“ウルトラ”見放題 
『ウルトラマン』『ウルトラセブン』、『ウルトラマンオーブ』『ウルトラマンジード』『ウルトラマンＺ』ほか、 

テレビシリーズ、劇場公開作品 などが“ウルトラ”見放題 
 

◇オリジナル新作 
オリジナル新作『セブンガーファイト』 ほか続々登場 

『ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀』ディレクターズカ

ット版初配信 
 

◇コミックスや小説などその他のオリジナルコンテンツ
も“ウルトラ”見放題 
マーベルコミック「THE RISE OF ULTRAMAN」日本語版、『ウルトラマンＺ』ストレイジの誕生秘話を描いた新作小

説を始め、連載記事、小説など盛りだくさん 
 

◇イベント、ストアでの特典 
イベントのチケット先行販売、限定グッズ購入権 など 

 

●プレミアム 年額 19,800円（税込 21,780円） 
 
 
 
 
 
 

◇円谷プロ作品、約 1,700 エピソードが“ウルトラ”見放題！ 
スタンダードの約 1,200 エピソードに加え、 『怪奇大作戦』『マイティジャック』『ジャンボーグ A』『ミラーマン』 な

ど、約 500エピソードが、追加でウルトラ”見放題 
 

◇毎月開催のオンラインイベントへのご招待 

公式同時視聴会や限定トークライブなど、スペシャルイベントを続々企画中 
 

◇リアルもオンラインも、イベントをより楽しめる特典 
イベントチケットの最速先行受付を実施 

オンラインライブステージ（有料）の視聴時、プレミアム会員だけが見られる特別映像をご用意 
 

◇オンラインストアでプレミアム特典 
プレミアム会員限定グッズの販売やグッズ購入時のノベルティプレゼント 

※ プレミアム会員はスタンダード会員のすべてのサービスがご利用いただけます 



                               4                           ©円谷プロ 

 

●無料（お試し） 
最新ウルトラマンシリーズの番組見逃し配信や最新のイベント等の情報配信に加え、一部の動画と読み物が視

聴・購読可能なお試しプラン 

 

２．サービスサイト 

TSUBURAYA IMAGINATION公式サイト（https://imagination.m-78.jp/） 

 

３．提供開始日 

2021年 3月 17日(水）午後 3時～ 

 

４．お申込方法 

https://imagination.m-78.jp/からご登録ください。 

   「TSUBURAYA IMAGINATION」のご利用には、TSUBURAYA アカウントと d アカウント、両方への登録が必

要です。どちらかをすでにお持ちの方は、登録済アカウントにてログインいただくことで登録完了となります。 
 

※ どの携帯キャリアからもご利用いただけます。 
※ ドコモオンライン手続き・ドコモョップ等ではお申込みいただけません。 

 

５．決済方法 

各種クレジットカードをご登録いただき、お支払いただきます。 
 
※ 現在 d払い®には対応しておりません。 

 

６．対応製品 
 

機器 バージョン等 

スマートフォン／ 

タブレット 

Android™ 8以上（対応ブラウザ：Google Chrome™） 

iOS 13以上（対応ブラウザ：Safari） 

パソコン Windows10以上（対応ブラウザ：Google Chrome™、） 

macOS 最新 OS（対応ブラウザ： Safari） 

※ 最新版のブラウザでのご利用を推奨します。 

 

７．サービスロゴ 

 

 

 

 

 
 
＊ 「Android」「Google Chrome」は、Google LLC の商標または登録商標です。 
＊ 「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 
＊ 「dアカウント」「ｄ払い」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。  

https://imagination.m-78.jp/
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サービス一覧 
 

  プレミアム スタンダード お試し 

料金  19,800円/年 

（税込 21,780 円/年） 

500円/月 

（税込 550 円/月） 

無料 

情報  IMAGINATIONガイド 

 特集コーナー【一部】 

 最新グッズ/最新イベント紹介 
◎ ◎ ◎ 

動画 

配信 

 

 ニュージェネレーション作品 第 1 話無料配信 

 最新ウルトラマンシリーズ番組見逃し配信＆連動コ

ンテンツ [毎週更新想定] 
 

◎ ◎ ◎ 

●ウルトラマンシリーズ 約 1,200 エピソードが 

”ウルトラ”見放題 

『ウルトラ Q』『ウルトラマン』『ウルトラセブン』 

『ウルトラマンオーブ』『ウルトラマンジード』『ウルトラマンＺ』ほか 

テレビシリーズ、劇場公開作品など 

●オリジナル新作『セブンガーファイト』 他続々登場 

●『ウルトラギャラクシーファイト大いなる陰謀』 

ディレクターズカット版初配信 

◎ 

 

◎ 

 

   

ー 

●スタンダードに加え、円谷作品約 500 エピソード 

”ウルトラ”見放題 

『怪奇大作戦』『マイティジャック』『ミラーマン』『ジャンボーグ A』ほか 
◎ ー ー 

イベント ●オンラインイベントへご招待 

 公式同時視聴会 

 トークライブ 
◎ 

〇 
（一部視聴いただけな

いライブ有） 

 

最新イベント
紹介 

●イベントチケット先行販売 
 
◎ 

（最速先行発売） 

 
〇 

（先行発売） 

小説 

コミック

ス 

コミックスや小説などその他のオリジナルコンテンツも 

“ウルトラ”見放題 

マーベルコミック「THE RISE OF ULTRAMAN」日本語版、 

『ウルトラマンＺ』ストレイジの誕生秘話を描いた新作小説を始め、連載

記事、小説など 

◎ ◎ 

 

ー 

グッズ  プレミアム会員限定のアイテム購入 

 グッズ購入時のノベルティプレゼント ◎ 
〇 

サービス限定 

グッズ購入 

 
最新グッズ 
紹介 

 
※ プレミアムコースは年払いとなっており、月払いに対応しておりません。 
※ 配信コンテンツは、番組編成の都合により、内容が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
※ オンラインイベントの日程、内容などは、サービスサイトの中で紹介させていただきます。 
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別紙２ 

■関連イベント① 
「ウルトラヒーローズ EXPO ニュージェネレーションワールド IN 東京ソラマチ®」を開催 

「TSUBURAYA IMAGINATION」有料会員を 

『光の国ミュージアム ウルトラマン VRツアー』へ特別ご招待。 

 

2021 年 3 月 20 日（土）より東京ソラマチにて「ウルトラヒーローズ EXPO 

ニュージェネレーションワールド  IN 東京ソラマチ」を開催します。

「TSUBURAYA IMAGINATION」のサービス開始を記念して、有料会員（スタ

ンダード/プレミアム）登録をされた方は、会場内に設置された『光の国ミュ

ージアム ウルトラマン VRツアー』を無料で体験いただけます。 

なお本 VRコンテンツはドコモの 5Gに対応したパートナーソリューションで

あるVRソリューション「ABAL®システム」にて制作しており、複数人が同一の

仮想現実(VR)空間に入り、自由移動・体験共有ができるコンテンツです。 

 

-----『光の国ミュージアム ウルトラマン VRツアー』とは 

ウルトラマンの故郷 M78 星雲・光の国には、ウルトラマンが過去に訪れた星々

の記録や遭遇した怪獣のデータを集めたミュージアムがあります。VR ツアーで

は、3ｍ×3ｍのフロアにＶＲゴーグルを装着して自由に歩き回りながら、光の国ミュージアムの様々な展示物を好きな

角度から見ることのできるアトラクションです。（最大 4 人まで同時体験可能） 

 

●「ウルトラヒーローズ EXPO ニュージェネレーションワールド IN 東京ソラマチ」 

開催期間：2021年 3月 20日（土）～4月 4日（日） 

開催時間：時間指定入れ替え制 

 A:午前 10 時 30 分～12 時 30 分  B:午後 1 時～3 時  C:午後 3 時 30 分～6 時 00 分 

（各 150分）開催場所：東京ソラマチ   5F スペース 634 

料金： 1,500円(税込／3歳児以上有料) 

チケット販売：3月 17日（水）午後 3時～会員先行／午後 6時～一般発売 

ローチケ（https://www.ultra-expo.com/solamachi/2021/) 
 

【TSUBURAYA IMAGINATION会員特典】 

① 光の国ミュージアム ウルトラマンＶＲツアー ご招待 （有料会員限定） 

② イベント入場料 500円割引（複数枚購入可能） （有料会員限定） 

③ オリジナルピンバッジ プレゼント 
 

●TSUBURAYA IMAGINATION登録者限定 スペシャルハルキナイト in 東京ソラマチ 

『ウルトラマン Z』でナツカワ ハルキを演じた平野宏周さんをゲストにお招きし、撮影エピソードを交えながらの

オーディオコメンタリー上映会を実施します。TSUBURAYA IMAGINATION 登録者の方は、チケットを購入でき

ます。 

開催期間：3月 26日（金）午後 6時 50分～午後 7時 45分 

開催場所：ニュージェネレーションワールド会場内 

料金：2,000円（税込） ※定員になり次第、販売は終了させていただきます。 

チケット販売：3月 17日（水）午後 6時～ ローチケにて 
 
※ 「TSUBURAYA IMAGINATION」会員の方は当日会場にてサイト内にある会員証をご提示ください。 
※ 有料会員（スタンダード/プレミアム）特典の『光の国ミュージアム ウルトラマン VR ツアー』体験には、事前 web 予約もしくは当

日会場で配布される整理券が必要です。 
※ 会場にて入場チケットをご購入される方は、混雑状況によりご来場いただけない場合がございますのでご了承ください。 
※ 「東京ソラマチ」は東武鉄道株式会社の登録商標です。 
※ 「ABAL」は、株式会社 ABALの登録商標です。 

https://www.ultra-expo.com/solamachi/2021/
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■関連イベント② 

「TSUBURAYA IMAGINATION」リリース記念 オンライン生放送 

「TSUBURAYA IMAGINATION」のサービス開始を記念して「第 1 部」「第 2 部」で構成されたオンライン生放送を

実施します。 

「第 1部」では「TSUBURAYA IMAGINATION」の全貌を紹介。「第 2部」ではウルトラマンシリーズや円谷プロダク

ションの魅力、そして、配信中の『セブンガーファイト』の見所・ウラ話紹介などをスペシャルゲストと語る盛りだく

さんなトークイベント。 

詳細は円谷ステーション、円谷公式 Twitter､IMAGINATION公式 Twitterで告知します。 

 

【第１部】 ウルトラマン 55周年記念 春休み時別企画オンラインイベント 

新サービス”ウルトラ“サブスク＝「TSUBURAYA IMAGINATION」とは？ 

開催日：3月 20日（土）午後 2時～配信開始 （予定） 

配信  ：YouTube ウルトラマン公式チャンネル（https://www.youtube.com/user/tsuburaya） 

出演者：［ゲスト］濱田龍臣(ファン代表／『ウルトラマンジード』朝倉リク役） 

           潘めぐみ(ファン代表／『ウルトラマンジード』ペガ CV） 

［MC］『ウルトラマンジード』銀河マーケット店長・久米ハルヲ(演：水野直) 

 

【第２部】 「TSUBURAYA IMAGINATION」初の生ライブ配信 （有料会員限定） 

        円谷プロとウルトラマンシリーズの魅力を語る 60分（仮題） 

開催日：3月 20日（土）午後 3時 30分～配信開始 （予定） 

配信  ：TSUBURAYA IMAGINATION公式サイト内（http://imagination.m-78.jp/） 

出演者：［MC］濱田龍臣(ファン代表／『ウルトラマンジード』朝倉リク役） 

潘めぐみ(ファン代表／『ウルトラマンジード』ペガ CV） 

     ［ゲスト］森次晃嗣(昭和代表／『ウルトラセブン』モロボシ・ダン役） 

杉浦太陽(平成代表／『ウルトラマンコスモス』春野ムサシ役） 

平野宏周(令和代表／『ウルトラマン Z』ナツカワ ハルキ役） ほか 

 

 
※ 出演者は都合により変更になる場合がありますので、ご了承ください。 
※ 第２部の生配信には TSUBURAYA IMAGINATION のスタンダード、プレミアムの有料会員登録が必要です。 
※ 第２部は後日、TSUBURAYA ＵＭＡＧＩＢＡＴＩＯＮ内でアーカイブ配信を予定しています。アーカイブ配信の視聴については、 

プレミアムは見放題、スタンダードおよび無料（お試し）は有料での提供となります。 

 

http://imagination.m-78.jp/

