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1984 年にアーケードゲームとして誕生した「ドルアーガの塔/THE TOWER 

OF DRUAGA」の 30 周年を記念し、株式会社ゴンゾ（本社：東京都杉並区、

代表取締役：石川真一郎）は、2014 年7 月5 日（土）から 8 月10 日（日）

まで Ustream 内の GONZO チャンネルにて、「ドルアーガの塔～the Aegis 

of URUK～」及び「ドルアーガの塔～the Sword of URUK～」の全話を配信

致します。 

配信期間中は、アニメーション制作時に使用したキャラクター設定や美術

設定等も公開する予定です。 

    

    

配信配信配信配信概要概要概要概要    

◆タイトル： TV アニメ「ドルアーガの塔」全話一挙配信 

 

◆配信先：GONZO-Channel 

                                        http://www.ustream.tv/channel/gonzo-channel 

 

◆期間： 2014 年7 月5 日（土）～8 月10 日（日） 

 

◆スケジュール：「ドルアーガの塔～the Aegis of URUK～」 

   2014 年7 月5 日（土）午後5 時 ～7 月7 日（月） 午後11 時59 分  第1 話～第2 話(ループ配信) 

   2014 年7 月8 日（火）午前0 時 ～7 月10 日（木）午後11 時59 分  第3 話～第4 話(ループ配信) 

   2014 年7 月11 日（金）午前0 時 ～7 月13 日（日）午後11 時59 分 第5 話～第6 話(ループ配信) 

   2014 年7 月14 日（月）午前0 時 ～7 月16 日（水）午後11 時59 分 第7 話～第8 話(ループ配信) 

   2014 年7 月17 日（木）午前0 時 ～7 月19 日（土）午後11 時59 分 第9 話～第10 話(ループ配信) 

   2014 年7 月20 日（日）午前0 時 ～7 月22 日（火）午後11 時59 分 第11 話～第12 話(ループ配信) 

 「ドルアーガの塔～the Sword of URUK～」 

      2014 年7 月23 日（水）午後5 時 ～7 月25 日（金）午後11 時59 分 第1 話～第2 話(ループ配信) 

      2014 年7 月26 日（土）午前0 時 ～7 月28 日（月）午後11 時59 分  第3 話～第4 話(ループ配信) 

      2014 年7 月29 日（火）午前0 時 ～7 月31 日（木）午後11 時59 分   第5 話～第6 話(ループ配信) 

      2014 年8 月1 日（金）午前0 時 ～8 月3 日（日）午後11 時59 分     第7 話～第8 話(ループ配信) 

      2014 年8 月4 日（月）午前0 時 ～8 月6 日（水）午後11 時59 分    第9 話～第10 話(ループ配信) 

      2014 年8 月7 日（木）午前0 時 ～7 月9 日（土）午後11 時59 分     第11 話～第12 話(ループ配信) 

 全24 話一挙配信 

     2014 年8 月10 日（日）午後5 時より全話配信 (予定) 

    

和製和製和製和製 RPGRPGRPGRPG のののの祖祖祖祖ともいえるともいえるともいえるともいえる伝説伝説伝説伝説のゲームのゲームのゲームのゲーム「「「「ドルアーガのドルアーガのドルアーガのドルアーガの塔塔塔塔」」」」30303030 周年記念周年記念周年記念周年記念!!!!!!!!    

TVTVTVTV アニメアニメアニメアニメ「「「「ドルアーガのドルアーガのドルアーガのドルアーガの塔塔塔塔」」」」をををを、、、、UstreamUstreamUstreamUstream でででで全話一挙配信全話一挙配信全話一挙配信全話一挙配信    

2014 年7 月4 日（金） 



【【【【    原作原作原作原作ゲームゲームゲームゲーム「「「「ドルアーガのドルアーガのドルアーガのドルアーガの塔塔塔塔/THE TOWER /THE TOWER /THE TOWER /THE TOWER OF DRUAGAOF DRUAGAOF DRUAGAOF DRUAGA」」」」についてについてについてについて】】】】    

今を遡ること 30 年前。和製RPG の祖ともいえるアーケードゲームが誕生した。 

1984 年に株式会社ナムコ(現・株式会社バンダイナムコゲームス。本社：東京都品川区、代表取締

役社長：大下聡)より発売された「ドルアーガの塔/THE TOWER OF DRUAGA」である。 

ゲームデザインを担当したのは、「ゼビウス」などでも有名な遠藤雅伸。 

主人公ギルが 60 階の塔を登り悪魔を倒して巫女カイを救出するという、日本ではまだ馴染みの薄

かったRPGというジャンルやファンタジーの要素を独自のスタイルで取り入れ、アクションRPGという

ジャンルを切り開いた。 

ストーリーを進める上で必要なアイテムの入った宝箱を出現させるには、フロアごとに一定の条件を

満たす必要があるが、その条件は難解を極め、公表されていなかったことが逆に熱狂的なファンを

生むきっかけとなり、情報交換を通じてファン同士の交流も生み出した。またファミコンへ移植され

た際に発売された攻略本がベストセラーとなり、攻略本ブームの火付け役となった。 

 

【【【【 TV TV TV TV アニメアニメアニメアニメ「「「「ドルアーガのドルアーガのドルアーガのドルアーガの塔塔塔塔～～～～the Aegis of URUKthe Aegis of URUKthe Aegis of URUKthe Aegis of URUK～～～～」」」」についてについてについてについて】】】】    

2008 年にアニメーションスタジオ GONZO が制作した TVアニメーション。 

作品の舞台はゲームから数十年後の世界。崩壊したはずのドルアーガの塔と邪神が復活し、若き

戦士ジルが伝説の秘宝「ブルークリスタルロッド」を求めて塔の最上階を目指す！ 

監督は『ブレイブ ストーリー』の千明孝一氏、シリーズ構成は『フルメタル・パニック！』の賀東招二

氏など、豪華スタッフが集結。さらに数々の名作ゲームを世に出した遠藤雅伸氏をスーパーバイザ

ーに迎え、マルチメディアで展開した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜STAFFSTAFFSTAFFSTAFF＞＞＞＞    

原作：バンダイナムコゲームス｢ドルアーガの塔｣ 

監督：千明孝一 

スーパーバイザー：遠藤雅伸 

シリーズ構成：賀東招二 

キャラクター原案：白亜右月 

メインキャラクターデザイン：高岡じゅんいち 

総作画監督： 藤澤俊幸、高岡じゅんいち 

プロダクションデザイン：小林 誠 

ドルアーガデザイン：草彅琢仁  

キャラクターデザイン：山形厚史 

モンスターデザイン：丹澤 学 

色彩設計：内林裕美 

撮影監督：石黒晴嗣 

音響監督：郷田ほづみ 

音楽：﨑元 仁 

アニメーション制作：GONZO 

製作：イズミプロジェクト 

＜＜＜＜CASTCASTCASTCAST＞＞＞＞    

ジル：KENN 

カーヤ：折笠富美子 

ニーバ：櫻井孝宏 

ファティナ：堀江由衣 

アーメイ：早水リサ 

メルト：郷田ほづみ 

クーパ：茅原実里 

カリー：石田彰 

ウトゥ：安元洋貴 

ギルガメス王：土師孝也 

サキュバス：ゆかな  

ケルブ：てらそままさき 

エタナ：水野理紗 



【【【【ゴンゾとはゴンゾとはゴンゾとはゴンゾとは】】】】    

ゴンゾは、ファン向けアニメーションブランドである GONZO を中心として、アニメーションビジネスを

主体的に手がけている日本の事業会社で、2000 年 2 月に設立されました。グローバルな作品や

コンテンツへの投資、作品ライセンス管理、海外への番販等を行っており、世界的に評価が高い

日本のアニメ文化を結局的に国内外で展開している、コンテンツ・ビジネスにおけるリーディング企

業です。 

「GONZO」公式サイト ： http://www.gonzo.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

本リリースに関するお問い合わせ先 

〒167-0043 東京都杉並区上荻1-10-6 荻窪福智ビル３Ｆ 

株式会社ゴンゾ ライツ部 竹下 奈巳(なみ) 

tel: 03-5347-2402  fax: 03-5347-2446 

email: nami.takeshita@gonzo.co.jp 

 

 

 


