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2017 年 9 月 13 日（17103）

怪獣絵師 開田裕治画業 40 周年記念
『ウルトラ画帖 Ultimate（アルティメイト）』発行記念

怪獣絵師 開田裕治のウルトラマンズ・ギャラリー
～ウルトラマンを描き続けた 40 年を総括する原画展～ タワレコ渋谷店で開催決定！

情報解禁日時：2017 年９月 13 日（水）15：00
タワーレコード渋谷店では、10 月 4 日（水）～10 月 24 日（火）の間、同店８階の催事場”SpaceHACHIKAI“にて、怪
獣絵師 開田裕治の描くウルトラマン原画を中心にした原画展『怪獣絵師 開田裕治のウルトラマンズ・ギャラリー』を開催
することが決定しました。
「キングコング 髑髏島の巨神」の日本版ポスターや「ゴジラ対エヴァンゲリオン」コラボビジュアルを手掛けた怪獣絵
師ことイラストレーターの開田裕治が、プロとして活動を開始して 40 年目を迎えます。氏の作品は多岐に及んでおり、
“ウ
ルトラマン”“、
“ゴジラ”“から“機動戦士ガンダム”、
“宇宙戦艦ヤマト”など、怪獣からロボット、SF まで枚挙にいとまがありませ
ん。今回はその数多の作品の中から、最も作品数の多い“ウルトラマンシリーズ”にスポットを当てた原画展となります。
『怪獣絵師 開田裕治のウルトラマンズ・ギャラリー』は、怪獣絵師 開田裕治の画業 40 周年、そしてそれを記念して発
行されるウルトラマンシリーズを中心とした円谷プロ関連の開田裕治作品を完全収録する画集「怪獣絵師 開田裕治のウ
ルトラ画帖 Ultimate」発刊を記念して開催するもので、
「ウルトラ Q」
「ウルトラマン」
「ウルトラセブン」を始め「帰って
きたウルトラマン」から「ウルトラマンパワード」など、多くのウルトラヒーローを描いたアナログ作品約 150 点を中心
に展示され、さらにはカードゲーム、
「ウルトラマンティガ」
「ウルトラマンガイア」
「ウルトラマンダイナ」
「ウルトラマン
ゼロ」のデジタル作品も網羅し、怪獣絵師 開田裕治が描く“ウルトラマ
ンワールド”が会場を埋め尽くします。
10 月 4 日（水）～13 日（金）までを第一期、10 月 14 日（土）～24
日（火）を第二期とし展示替えを実施、それら作品を網羅します。年代
順に 9 コーナーから構成された展開で、開田裕治が描いたウルトラマン
シリーズの全てを迫力の絵画で紹介して行きます。本邦初公開の描き下
ろし作品約 10 点も展示される予定です。
今回の展示の目玉となるのは、
「ウルトラ怪獣大進撃」の対となる「ウ
ルトラマン総進撃」。“ウルトラマン”から最新作“ウルトラマンジード”ま
で 24 体のウルトラマンの総進撃が描かれた作品がイベント会場特別

仕様として、「ウルトラ怪獣大進撃」ともに巨大壁面として記念撮影も
可能なコーナーになっています。また、
「サンデー毎日」表紙で好評を博
した「肖像シリーズ」の続編となる歴代人気ウルトラヒーローと怪獣の
肖像画は、額装展示されヒーローと怪獣の回廊としてお目見え予定です。
会 場 の 物 販 コ ー ナ ー で は 、「 怪 獣 絵 師 開 田 裕 治 の ウ ル ト ラ 画 帖
Ultimate」のイベント限定盤（10,000 円※税別）や怪獣絵師が直筆で
描きあげる肉筆画（70,000 円※税別）をはじめ、300 点を超えるフィ
ギュアやグッズを販売します。
さらに 10 月 7 日（土）をはじめ、全 7 回にわたり開田裕治氏の直筆
イラスト付きサイン会も実施します。

『ウルトラマンズ・ギャラリー』ポスター

◆ ご取材ならびに本プレスリリースに関するお問い合わせ先 ◆
タワーレコード株式会社 広報室 谷河（やがわ）
、松本、伊早坂
TEL：03-4332-0705
Email：press@tower.co.jp

■『ウルトラマンズ・ギャラリー』
正式名称

概要

：「怪獣絵師 開田裕治のウルトラ画帖 Ultimate」発行記念
開田裕治画業40周年記念

『怪獣絵師 開田裕治のウルトラマンズ・ギャラリー』
：2017 年 10 月 4 日（水）～10 月 24 日（火）
第一期：10 月 4 日（水）～10 月 13 日（金） 第二期：10 月 14 日（土）～10 月 24 日（火）
会場
：タワーレコード渋谷店 8F SpaceHACHIKAI
〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-22-14
営業時間
：11:00～21:00（最終入場 2０:30）※初日 10 月 4 日(水)のみ 10:00～21:00（最終入場 20:30）
お問い合わせ：03-3496-3661
入場料
：500 円(税込)
主催
：怪獣絵師 開田裕治のウルトラマンズ・ギャラリー実行委員
企画協力
：株式会社円谷プロダクション
企画・制作 ：有限会社モビーディック、有限会社デジタルノイズ
開催日時

■販売予定グッズ
・ウルトラ画帖 Ultimate イベント限定版

10,000円(税別)

・肉筆画 70,000円(税別) ※
・ウルトラセブン エメリウムTシャツなど、300点を超える、書籍、グッズなどを販売します。

「怪獣絵師 開田裕治のウルトラ画帖 Ultimate」

肉筆画（イメージ）
※実際に販売する肉筆画とは異なります

ウルトラセブン エメリウム T シャツ

■記念サイン会
好評の「直筆ウルトラ怪獣イラスト付サイン会」を開催！本イベント会場にて、税込 5,000 円以上のお買い上

げ毎のお客様でご希望の方に、下記日程で開催する、怪獣絵師 開田裕治による直筆イラスト付きサイン
会参加券(各開催日、先着 50 名様)を 1 枚お渡し致します。（参加券配布は全日ともサイン会当日の開場
からとなります）
このサイン会は、お客様の目前で１枚１枚怪獣イラストを描きます。
－開催スケジュール－

10/7(土) 13:00〜 「ウルトラQ」怪獣イラスト付サイン会
10/8(日)
13:00〜 「ウルトラマン」怪獣イラスト付サイン会
10/9(月/祝) 13:00〜「ウルトラセブン」怪獣イラスト付サイン会
10/14(土) 13:00〜 「帰ってきたウルトラマン」怪獣イラスト付サイン会
10/15(日) 13:00〜 「ウルトラマンA」怪獣イラスト付サイン会
10/21(土) 13:00〜 「ウルトラマンタロウ」怪獣イラスト付サイン会
※サイン会参加には『ウルトラマンズ・ギャラリー』の入場券が必要です。
※怪獣イラストは、開田先生が決められます。リクエストは出来ません。
※1回のサイン会で描く怪獣は、1体のみ。ポーズも同じとなります。
※持ち込みの色紙、商品へのサインはご遠慮ください。

※写真のイラストは過去開催時のものです。
怪獣のリクエストはできません。
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■怪獣絵師・開田裕治ご紹介
1953 年 兵庫県生まれ。
「怪獣絵師」の異名を取るイラストレ－ター。40 年にわたり、「ゴジラ」シリーズ、「ウルトラマン」シリーズ、「ガ
メラ」シリーズ、
「ガンダム」シリーズ、カードゲームイラストなど、様々な怪獣やヒーローやロボットたちを描き続
ける。日本 SF 作家クラブ会員。その活躍は、雑誌、単行本、トレーディングカード、ゲームソフトなど幅広い。
1997 年に第 28 回星雲賞（アート部門）を受賞。

開田裕治氏

■開田裕治メッセージ
私は元々「ウルトラマン」の大ファンで、そこに登場する怪
獣たちも含め、放送当初から夢中で追いかけていました。
今回の 40 周年記念画集は、絵を楽しんでいただくのみなら
ず、怪獣やヒーローの歴史を一望していただける機会にもな
ると思います。僕も先輩たちから夢のあるビジュアルを受け
取ってきました。そして、画業 40 周年を迎えた今、それを
次世代につないでいきたいと思っています。
そして、これからの世代にはいろんなウルトラマンの可能性
を広げて欲しいと願います。今回の画集がその一助となれた
らうれしいです。

開田裕治氏

＜本展に関する一般のお客様からのお問い合わせ先＞
タワーレコード渋谷店 TEL:03-3496-3661
＜ウルトラマンシリーズ作品・キャラクターに関する報道関係者様お問合せ先＞
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 広報担当
TEL：03-5489-7867／FAX：03-5489-7875
E-mail：public_relations-gr@tsuburaya-prod.co.jp
Web お問合せ：http://www.tsuburaya-prod.co.jp/contact-us/
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