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年末年始は『TELASA（テラサ）』で
を楽しもう！

ついに完結！！

冒頭 2 分を無料配信中！
は

期間限定で 1 話から最新話まで
全話配信中！
新型コロナウィルスの影響で、例年に比べて在宅時間がますます増えるであろう年末年始――。
おうち時間がたっぷりある今だからこそ、まとめてじっくりと味わっていただきたいのが【仮面ライダーシリ
ーズ】です。
動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」ではこの年末年始、《TELASA（テラサ）オリジナル作
品》から《過去のシリーズ作品》まで、豊富なラインアップをご用意。
「TELASA（テラサ）」ならではの多彩なメニューを、ぜひ存分に味わってください。

『仮面ライダーセイバースピンオフ 剣士列伝』ついに完結！！
第 4 話のエピソードは…『an episode of 仮面ライダーブレイズ』」

はるか昔から、世界を作った大いなる本を守り、世界の均衡を保ってきた組織 「ソードオブロゴス」
の剣士５人の心の奥に迫る「仮面ライダーセイバースピンオフ 剣士列伝」。11 月 8 日より、テレビシリ
ーズ本編とリンクしながら、隔週配信されてきましたが、先週 20 日（日）に配信された第 4 話「an
episode of 仮面ライダーブレイズ」で完結しました。
先代水の剣士、そして賢人…。大切な家族を失い、うつむく倫太郎を必死に励ます芽依。
「前を向け！倫太郎！」 拳を握って応援したくなる！誰よりもまっすぐな青年のエピソードは必見で
す！

『仮面ライダーセイバースピンオフ 剣士列伝』を、より深く楽しもう！
『仮面ライダーセイバー』第 1 話から最新話までを
「TELASA（テラサ）」で、期間限定・全話配信中！

「仮面ライダーセイバーオリジナルスピンオフ 剣士列伝」をより深く楽しむために、「TELASA（テラ
サ）」では「仮面ライダーセイバー」を第 1 話から最新話まで、期間限定で全話配信中です！（2021
年 1 月 17（日）まで）
年末年始は、「仮面ライダーセイバー」と「剣士列伝」を、心ゆくまでお楽しみください！

TELASA vs 東映特撮ファンクラブ共同企画 プレミアムドラマ
第３弾の 2 月 9 日（火）の配信を前に、第 1 弾・第 2 弾を振り返ろう！

12 月 20 日に、ついに発表となった「TELASA vs 東映特撮ファンクラブ共同企画 プレミアムドラ
マ 第３弾」は、祝え！RIDERTIME 再び！「仮面ライダージオウ」 と 「仮面ライダーディケイド」 ダブル
メイン、２作品に決定！ジオウ・サイド、ディケイド・サイドで対称関係にある２作品だが、「TELASA（テ
ラサ）」では、「RIDERTIME 仮面ライダージオウ vs ディケイド ～７人のジオウ！～」を配信！
2 月 9 日（火）の配信を前に、過去、配信時に大きな熱狂と話題を呼んだ共同企画の 2 作品を、
「TELASA（テラサ）」で是非振り返ってください！

＜配信作品＞
■第 1 弾 （2018 年 8 月配信）
「快盗戦隊ルパンレンジャー＋警察戦隊パトレンジャー ～究極の変合体！～」
https://www.videopass.jp/videos/154235
■第 2 弾 （2019 年 3 月配信）
「RIDERTIME 仮面ライダー龍騎」
https://www.videopass.jp/series/9460

さらに！「TELASA（テラサ）」では、
平成・令和の仮面ライダーシリーズを全作＆劇場版も配信中！
さらに「TELASA（テラサ）」では、「仮面ライダークウガ」から「仮面ライダーゼロワン」まで、平成・令
和の仮面ライダーシリーズを全作品配信中です。また、映画も豊富なラインナップを取り揃えています
ので、過去シリーズも「TELASA(テラサ)」でお楽しみください！
＜テレビシリーズ＞
■仮面ライダーゼロワン（2019 年）
■仮面ライダージオウ（2018 年）
■仮面ライダービルド（2017 年）
■仮面ライダーエグゼイド（2016 年）
■仮面ライダーゴースト（2015 年）
■仮面ライダードライブ（2014 年）
■仮面ライダー鎧武（2013 年）
■仮面ライダーウィザード（2012 年）
■仮面ライダーフォーゼ（2011 年）
■仮面ライダーオーズ/OOO（2010 年）
■仮面ライダーW（2009 年）
■仮面ライダーディケイド（2009 年）
■仮面ライダーキバ（2008 年）

■仮面ライダー電王（2007 年）
■仮面ライダーカブト（2006 年）
■仮面ライダー響鬼（2005 年）
■仮面ライダー剣（2004 年）
■仮面ライダー555（2003 年）
■仮面ライダー龍騎（2002 年）
■仮面ライダーアギト（2001 年）
■仮面ライダークウガ（2000 年）
＜映画＞
■劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer（2021 年 1 月 8 日配信スタート）
■平成仮面ライダー２０作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER（2018 年）
■劇場版 仮面ライダービルド Be The One（2018 年）
■仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL ビルド＆エグゼイド with レジェンドライダー（2017 年）
■劇場版 仮面ライダーエグゼイド トゥルー・エンディング（2017 年）
■仮面ライダー×スーパー戦隊 超スーパーヒーロー大戦（2017 年）
■仮面ライダー平成ジェネレーションズ Dr．パックマン対エグゼイド＆ゴースト with レジェンドライダー（2016 年）
■劇場版 仮面ライダーゴースト 100 の眼魂とゴースト運命の瞬間（2016 年）
■仮面ライダー１号（2016 年）
■仮面ライダー×仮面ライダー ゴースト＆ドライブ 超 MOVIE 大戦ジェネシス（2015 年）
■劇場版 仮面ライダードライブ サプライズ・フューチャー（2015 年）
■スーパーヒーロー大戦ＧＰ 仮面ライダー３号（2015 年）
■仮面ライダー×仮面ライダー ドライブ＆鎧武 MOVIE 大戦フルスロットル（2014 年）
■劇場版 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦！黄金の果実争奪杯！（2014 年）
■平成ライダー対昭和ライダー 仮面ライダー大戦 feat．スーパー戦隊（2014 年）
■仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武＆ウィザード 天下分け目の戦国 MOVIE 大合戦（2013 年）
■劇場版 仮面ライダーウィザード イン マジックランド（2013 年）
■仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事 スーパーヒーロー大戦Ｚ（2013 年）
■仮面ライダー×仮面ライダー ウィザード＆フォーゼ MOVIE 大戦アルティメイタム（2012 年）
■仮面ライダーフォーゼ THE MOVIE みんなで宇宙キターッ！(2012 年)
■仮面ライダー×スーパー戦隊 スーパーヒーロー大戦（2012 年）
■仮面ライダー×仮面ライダー フォーゼ＆オーズ MOVIE 大戦 MEGA MAX（2011 年）
■オーズ・電王・オールライダー レッツゴー仮面ライダー(2011 年)
■劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と 21 のコアメダル（2011 年）
■仮面ライダー 超・電王トリロジー（2010）
仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー THE MOVIE 超・電王トリロジー EPISODE RED ゼロのスタートウィンクル
仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー THE MOVIE 超・電王トリロジー EPISODE BLUE 派遣イマジンは NEW トラル
仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー THE MOVIE 超・電王トリロジー EPISODE YELLOW お宝 DE エンド・パイレーツ

■劇場版 超・仮面ライダー電王＆ディケイド NEO ジェネレーションズ 鬼ヶ島の戦艦（2009 年）
■劇場版 さらば仮面ライダー電王 ファイナル・カウントダウン（2008 年）
■劇場版 仮面ライダー電王＆キバ クライマックス刑事（2008 年）
■劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生！（2007 年）
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＜TELASA（テラサ）とは＞
テレビ朝日とＫＤＤＩがタッグを組み、2020 年 4 月にスタートした動画配信プラットフォーム。
5G 時代を迎える中、好きなときに、好きな場所で、テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティー、アニ
メ、特撮、スポーツ番組に加え、国内外の映画、ドキュメンタリーなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナッ
プをお届けします。
スマホや PC はもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめま
す。月額料金は 562 円（税抜）。初回 15 日間は無料です。（※）
※16 日目～月末までは日割です。
※再加入の場合、無料期間は付与されません。
※無料期間終了前に解約すると、料金の請求は発生しません。

【TELASA（テラサ）仮面ライダー特集サイト】
https://navi.telasa.jp/kamenrider/
【TELASA（テラサ）公式サイト】
https://navi.telasa.jp/
【配信コンテンツ紹介】
https://www.videopass.jp/unlimited
なお、画像をご使用の際は、以下のクレジットをお願いします。
■「仮面ライダーセイバースピンオフ 剣士列伝」
©2020 「仮面ライダーセイバースピンオフ 剣士列伝」製作委員会 ©2020 石森プロ･テレビ朝日・ADK EM・東映
■「仮面ライダーセイバー」
©2020 石森プロ･テレビ朝日・ADK EM・東映
■「快盗戦隊ルパンレンジャー＋警察戦隊パトレンジャー ～究極の変合体！～」
©2018「ルパ＋パト」製作委員会 (C)テレビ朝日・東映ＡＧ・東映
■「RIDERTIME 仮面ライダー龍騎」
©2019「RIDER TIME 龍騎」製作委員会 (C)2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

