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株式会社 円谷プロダクション
株式会社 e-Dragon Power
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株式会社円谷プロダクション（東京都渋谷区桜丘町、代表取締役社長：大岡 新一、以下「円谷プロダクション」）と、
株式会社 e-Dragon Power (東京都中央区八丁堀、代表取締役：梅田 慎介、以下「e-Dragon Power」)は、
円谷プロダクション創立 50 周年に合わせて配信するスマートフォンゲームアプリ『【
『【円谷
『【円谷プロ
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ラユニバース』に登場するウルトラヒーロー＆怪獣キャラクター、及びゲーム内容の一部を公開いたしました。また、公式
Twitter 並びに Facebook ページを開設したことも併せてお知らせいたします。
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いよいよ待ちに待った 2 月中旬のサービス開始に先駆け、ゲーム内に登場するウルトラヒーロー＆怪獣 200 体の中から一
部公開いたします！「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「ウルトラマンレオ」はなんとレアな必殺技ポーズです！！

ウルトラマン 技：スぺシウム光線

ウルトラセブン 技：アイスラッガー

ウルトラマンレオ 技：きりもみキック

アストラ

レッドキング

ゴルザ

ウルトラマンティガ

ツインテール

ベムラー

ウルトラマンメビウス

クール星人

メトロン星人

■ウルトラマン第
ウルトラマン第１話「ウルトラ作戦第一号
ウルトラ作戦第一号」
作戦第一号」、ウルトラマンティガ第
ウルトラマンティガ第１話「光を継ぐもの」
ぐもの」ゲーム内容
ゲーム内容を
内容を公開！
公開！
歴代ウルトラマンシリーズの原作ストーリーを体験しながら、クエストを進めることが出来ることが魅力の本タイトル。今回は記
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ショットを特別に一部公開いたします！
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ウルトラマン第１話のあらすじを追いながら、“ウルトラ正史”を開放し、次元連続地球となったこの世界をもとに戻すべくクエ
ストを進めていきます。地球を破壊しようとする「ベムラー」をウルトラヒーローと一緒に倒すことがミッションとなります。
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ウルトラマンティガの第１話を読み進めながら、突如姿を現した超古代怪獣「ゴルザ」をティガを始めとするウルトラヒーロ

ーとともに倒し、元の宇宙へ送り返すことが使命です！怪力を誇る「ゴルザ」を君は倒すことができるか？！
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事前登録開始に併せて、公式 Twitter&Facebook ページがオープンしました。ゲームに関する最新情報や現場の生の声、
日々の出来事などいろいろお届けいたします！ご意見・ご感想などをどしどしお待ちしていますので、是非フォロー＆いい
ね！をお願いいたします。

【円谷プロ】ウルトラユニバース広報担当の次元宇宙防衛隊ナビゲーター「星野七美（ほしの
なみ）」通称：「ナビ」が、次元宇宙防衛隊の事や怪獣やウルトラマンの先輩達の裏話、アプリ
の耳より情報をどんどん紹介していきます。皆さまのフォローをお待ちしております！
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事前登録サイト（http://ultra.e-dp.jp/）にてご登録いただくと、もれなく全員にゲーム内で力強い味方となるファイター「ウ
ルトラセブン」をプレゼント！
さらになんと抽選で１名様に、新宿高島屋だけで販売されている純金製「ゴールドウルトラマン(小)」（K24(純金)、全長約
5cm、税抜価格 30 万円）や、撮影当時の台本を再現した自由帳、「台本再現自由帳」を抽選で 11 名様にプレゼントいた
します。是非この機会に事前登録をご利用ください！
＜アプリ概要＞
■ア プ リ 名：【円谷プロ】ウルトラマン 大決戦！ウルトラユニバース
■ジ ャ ン ル：超絶ウルトラバトルゲーム
容：次元宇宙防衛隊の一員となり、ウルトラヒーローや怪獣を仲間にして地球の平和を取り戻せ！

■内

■リ リ ー ス 時 期：2014 年 2 月予定
■配

信：株式会社 e-Dragon Power

■開

発：株式会社アプリカ

■対 応
■価

O S：iOS、Android
格：基本プレイ無料(アイテム課金)

■権 利 表 記：©円谷プロ/©e-Dragon power Develoed by Applica
＜e-Dragon Power 会社概要＞
社
所

名：株式会社 e-Dragon Power
在

http://e-dp.jp/

地：東京都中央区八丁堀 2-12-7

代 表 取 締 役：梅田 慎介
事 業 内

容：スマートフォンアプリの企画・制作・配信

会 社 紹

介：e-Dragon Power は大手コンソールゲーム会社、大手ソーシャルゲーム会社出身の
経験豊富なメンバーにより、2013 年 1 月に設立されたばかりの会社です。
開発会社との協業を中心に、ネイティブアプリの企画・制作・配信を行っております。

＜円谷プロダクション 会社概要＞
社
所

名：株式会社円谷プロダクション
在

http://www.tsuburaya-prod.co.jp/

地：東京都渋谷区桜丘町 9-8 KN 渋谷 3 ビル 4F

代表取締役社長：大岡 新一
事 業 内

容：映像作品・造形物・音楽等の制作・販売、イベント・店舗の企画・運営、ライセンス事業 他

会 社 紹

介：円谷プロダクションは、｢特撮の神様｣として知られる監督・円谷英二が 1963 年に設立。
50 周年を迎えた昨年、ウルトラマンシリーズ最新作『ウルトラマンギンガ』をテレビ東京系 6 局ネット
『新ウルトラマン列伝』内にて放送。2014 年 3 月 15 日（土）には『ウルトラマンギンガ 劇場スペシャル
ウルトラ怪獣☆ヒーロー大乱戦!』公開決定！

＜協業開発会社 会社概要＞
社
所

名：株式会社アプリカ http://www.applica.co.jp/
在

地：東京都新宿区新宿 1-20-13 花園公園ビル 9F

代表取締役社長：森尾 紀明
会 社 紹

介：アプリカは、東京と沖縄にオフィスを構えてひたすらスマホのアプリを作る会社です。代表サービスとして
「バイオハザード アウトブレイクサバイヴ」「唯一性ミリオンアーサー」「ホモォいじり」「ヴァリアスモンスターズ」
「AppDB」などがあり、累計では 600 万登録以上を記録。スマホ×ソーシャル×無料+追加課金のビジネス
モデルでユニークなアプリを提供してまいります。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社 e-Dragon Power マーケティング担当 press@e-dragonpower.jp
＜ウルトラマン等、キャラクターに関するお問い合わせ先＞
株式会社 円谷プロダクション カスタマーリレーション部 広報・宣伝担当
TEL：03-5489-7867／FAX：03-5489-7875
Web お問い合わせ：http://www.tsuburaya-prod.co.jp/contact-us/

