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Lampiran 1 

Daftar Pemeran dan Daftar Episode Serial Dai Sentai Goggle V, Kyōryū Sentai 

Zyu Ranger dan Gōgō Sentai Boukenger 

Peran Pemeran 

赤間健一(Akama Ken’ichi) 赤木良次 (Akagi Ryouji) 

黒田官平 (Kuroda Kanpei)  春田純一 (Haruta Jun’ichi) 

青山三郎 (Aoyama Saburou) 石井茂樹 (Ishii Shigeki) 

貴島太 (Kijima Futoshi) 伍代参平 (Godai Sanpei) 

桃園ミキ (Momozono Miki) 大川めぐみ (Oogawa Megumi) 

本郷博士 (Profesor Hongo) 仲谷昇(Nakaya Noboru) 

デスマルク大元帥 (Komandan Desmark) 中庸介(Naka Yousuke) 

デスギラー将軍 (Jenderal Deskila) 高橋利道 (Takahashi Toshimichi) 

マズルカ (Mazuruka) 吉田真弓 (Yoshida Mayumi) 

ザゾリヤ博士 (Profesor Zazoriya) 西口久美子(Nishiguchi Kumiko) 

イガアナ博士(Profesor Iguana) きくち英一(Kikuchi Eiichi) 

Narator 大平透 (Ohira Toru) 

 
No. Judul Deskripsi 

1 暗黒科学の来襲  (Serangan 

Teknologi Kegelapan) 

Desdark memulai agresinya. Comboy memilih anggota 

Goggle Five. 

2 起て！未来の戦士  (Bangkit! 

Prajurit Masa Depan) 

Goggle V berjuang keras melawan Torimozu (monster 

burung) yang memanipulasi gravitasi. Profesor 

membicarakan sejarah kerajaan kegelapan. 

3 デストピアを撃て (Serang 

Destopia!) 

Ketika sedang mendaki gunung, Akama diserang oleh 

Destopia. 

4 ムクムク暗黒地雷  (Ranjau 

Darat Kegelapan yang 

Tertanam) 

Miki menerima luka berat akibat serangan bom melon. 

Akane yang memilihnya merasa bertanggung  jawab. 

5 悪魔がひぞむ昔話(Iblis yang 

Tersembunyi dibalik Cerita 

Lama) 

Legenda Orochi yang sering diceritakan oleh kakek 

pemain teater kertas, ternyata adalah gas beracun. 

6 悪 役 レ ス ラ ー の 愛 (Cinta 

Seorang Pegulat Penjahat) 

Hellmask seorang pegulat yang terkena tuduhan sebagai 

penjahat pencuri permata. 

7 幽霊になったパパ (Ayah yang 

Menjadi Hantu) 

Desdark menculik profesor Seida, dan bermaksud 

membuat monster hantu. 

8 狙われた美人博士 (Profesor 

cantik yang diincar) 

Aoyama menjaga Profesor Sally, seorang penemu alat 

pembuat ruang hampa. 

9 地獄のキノコ村 (Neraka Desa 

Jamur)  

Monster Tapir memaksa orang-orang di sebuah desa 

yang tersembunyi untuk membuat jamur  

10 珍種ポマトの秘密  (Rahasia 

Pomato yang Langka) 

Pomato tanaman hasil sintesis yang ditemukan oleh 

junior Kuroda yang diincar oleh Desdark. 

11 恐怖のマグマ作戦  (Rencana 

Magma yang menakutkan) 

Monster Singa dengan bola magmanya bermaksud 

meledakkan seluruh gunung berapi di Jepang. 

12 嘘から出た砂地獄  (Neraka 

Pasir Akibat dari Berbohong) 

Seorang anak yang suka berbohong, secara tidak sengaja 

melihat monster semut. 

Bersambung ke hal. xxiii 

   



xiv 

Universitas Kristen Maranatha 

Sambungan dari hal. xxii 

13 大暴れ地底ナマズ  (Amukan 

Besar Ikan Lele Di Bawah 

Tanah) 

Di tengah penyelidikan mengenai gempa yang sering 

terjadi, Kijima bertemu dengan ayahnya yang sudah 

lama menghilang. 

14 大変だ！地球沈没  (Bahaya! 

Bumi Tenggelam) 

Monster Angler dengan sinar panasnya berencana 

mencairkan es di kutub selatan. 

15 甦る悪魔の大元帥 (Komandan 

Iblis yang Bangkit) 

Pemimpin Tertinggi Desdark, Komandan Desmark 

bangkit. Esensi jiwa dari Tatsuya diambil.  

16 レッド！危機一髪  (Merah! 

Dalam Masa Kritis) 

Akama membawa darah yang diperlukan seorang anak 

untuk operasi. Monster Bintang laut menghalangi 

Akama. 

17 カッパ少年の涙  (Air Mata 

Anak Muda Kappa) 

Satoru seorang anak yang sangat menyukai Kappa, 

melihat Monster Kappa yang mengubah manusia 

menjadi Kappa. 

18 大 人 が 消 え る 日  (Hari 

Hilangnya Dewasa) 

Monster monyet yang mengincar formula untuk 

membuat organisme menjadi muda kembali, mengejar 

Goro anjing kesayangan Erika. 

19 お化け屋敷の秘密  (Rahasia 

Rumah Berhantu) 

Rumor yang beredar di kota mengenai rumah berhantu, 

ternyata adalah markas Desdark untuk membuat virus 

kelelawar. 

20 死の花毒サボテン  (Racun 

Bunga Kaktus Kematian) 

Racun kaktus yang mengubah manusia menjadi kaktus 

muncul. Teresa seorang profesor perempuan berusaha 

menghadapi ancaman tersebut. 

21 恐怖！魚が化石に (Ketakutan! 

Ikan Menjadi Fossil) 

Monster coelacanth dengan cairan pengawetnya, 

bermaksud untuk mengubah semua ikan di dunia 

menjadi fosil batu. 

22 呪い人形の攻撃  (Serangan 

Boneka Terkutuk) 

Boneka yang terkena panah monster merak, berubah 

menjadi boneka terkutuk yang menyerang manusia. 

23 シャンボン玉大作戦 (Rencana 

Besar Bola Sabun) 

Rencana Desdark kali ini adalah dengan merubah air 

menjadi bola-bola sabun, sehingga tidak dapat dipakai. 

24 見 え な い 敵 を 倒 す
(Mengalahkan Musuh yang 

Tidak Terlihat) 

Monster Bunglon, pencuri yang dapat membuat dirinya 

tidak terlihat, mengancam Wataru untuk menjadi 

bawahannya.  

25 恐 竜 は 悪 魔 の 使 者 

(Dinosaurus adalah Duta Iblis) 

Di kaki gunung Fuji, Desdark bermaksud melahirkan 

monster penyembur api Pteranodon 

26 ブラック！大逆転  (Hitam! 

Perubahan Besar) 

Kuroda kehilangan ingatan akibat serangan monster babi 

hutan. 

27 人 間 ジ ャ ン グ ル  (Hutan 

Manusia) 

Rencana “Hutan Manusia”, dimana monster semangka 

bermaksud merubah semua manusia menjadi tanaman. 

28 甦 っ た 亡 霊 モ ズ ー 

(Kebangkitan Monster yang 

Telah  Mati) 

Monster Hiu yang ketika tangisannya makin keras akan 

menghasilkan air mata yang memiliki kekuatan ledak 

yang tinggi, memanggil para monster yang telah mati. 

29 眠りの街の恐怖  (Ketakutan 

Kota yang Tertidur) 

Gelang perubah Kuroda hancur akibat serangan monster 

lalat. Monster lalat dapat membuat orang-orang seluruh 

kota tertidur dengan gasnya. 

30 猪苗代の黄金魔剣  (Pedang 

Iblis Emas dari Iwanashiro) 

Setelah mengelilingi Pedang Emas, Goggle V dan 

Moster Tenggu melakukan pertarungan penentuan. 

31 ブ ル ー ！ 大 突 撃  (Biru! 

Serangan Besar) 

Aoyama menyelidiki Desdark yang menculik anak-anak 

untuk dijadikan ilmuwan kegelapan di masa depan. 

32 ドキッ骨ぬき人間  (Derita 

Manusia Tidak Bertulang) 

Manusia yang terkena gas monster umang-umang, 

menjadi manusia lemah tidak bertulang. 

Bersambung ke hal. xxiv 
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33 シーザー大爆破  (Peledakan 

Caesar) 

Monster Macan yang mengenakan gelang Langit dan 

Bumi, menjadi monster yang tidak dapt mati,  Karena itu 

dia bermaksud meledakan Goggle Caesar. 

34 出た！黄金必殺技  (Tercipta! 

Jurus Pembunuh Emas) 

Demi mengalahkan Monster Buaya yang terbuat dari 

formula besi bernama “Neo Metal), Goggle V 

menciptakan senjata baru.  

35 鉄喰い人間の襲撃 (Serangan 

Manusia Pemakan Besi) 

Manusia yang terkena “Ciuman Hiena” dari Monster 

Hiena berubah menjadi manusia pemakan besi. 

36 決闘！0.3 秒 (Duel Tembakan! 

Dalam 0.3 Detik) 

Monster Bulu Babi yang ahli menembak dengan pistol 

jarum, bermaksud membunuh merah. 

37 謎の爆撃機を撃て (Serangan 

Pembom Misterius) 

Monster Bajing Terbang dapat terbang dengan angin dan 

tanpa suara. Monster ini meledakan Tokyo. 

38 友情のアタック！ (Serangan 

Persahabatan) 

Roket kecil yang diciptakan oleh Aoyama dicuri oleh 

Monster Badak. 

39 悪魔の人食い絵本  (Buku 

Bergambar Iblis yang Memakan 

Manusia) 

Buku Bergambar Pemakan Manusia dari Monster 

Butung Hantu mengincar anak-anak. Miki pun 

terperangkap didalamnya. 

40 秘密基地が危ない  (Markas 

Rahasia Dalam Bahaya) 

Desdark menculik dan menghipnotis Tase, untuk 

mengantar mereka ke Markas Rahasia. 

41 変 身 パ パ の 大 冒 険 

(Petualangan Besar Ayah yang 

Berubah) 

Setelah mendapatkan “Power Suit” yang diciptakan oleh 

Monster Ulat Sutra, Ayah Kouichi menjadi menjadi 

terkenal.   

42 暗 殺 ！ サ ソ リ の 罠 

(Pembunuhan! Perangkap 

Kalajenking) 

Kuroda terkena sengatan jarum monster kalajengking, 

yang dapat membuatnya menjadi manusia kalajenking. 

43 死 闘 ！ 小 判 争 奪 戦 

(Pertarungan! Pencarian Uang 

Emas)  

Monster Cacing dan Goggle V bertarung 

memperebutkan sebuah peti berisi uang emas di sebuah 

desa. 

44 あ ！ 食 べ 物 が 砂 に  (Ah! 

Makanan Menjadi Pasir) 

Orang-orang yang terkena serangan monster burung 

Kondor, sehingga ketika mereka menyentuh makanan, 

makanan tersebut berubah menjadi pasir. 

45 二人のブラック  (Dua Orang 

Hitam) 

Monster Rakun yang ahli menyamar berubah menjadi 

hitam, empat orang yang lain kebingungan. 

46 超 エ ネ ル ギ ー 出 現 

(Kemunculan Energi Super) 

Energi Super Haitron muncul, Desdark menangkap 

Akama untuk dijadikan bahan ujicoba. 

47 これが最終兵器だ  (Inilah 

Senjata Terkuat) 

Desdark yang telah mendapatkan energi super Haitron 

membuat senjata terkuatnya, bernama Meriam Dark. 

48 秘 密 基 地 最 後 の 日  (Hari 

Terakhir Markas Rahasia) 

Mazuruka yang dibuat tidak terlihat oleh sinar dari 

energi Haitron meledakkan markas rahisa Goggle. 

49 将軍！最後の挑戦  (Jenderal! 

Tantangan Terakhir) 

Goggle memiliki markas kedua. Jenderal Deskila 

menantang dengan Robot beruang. 

50 進め！輝く未来へ (Maju! Ke 

Masa Depan yang Bersinar) 

Dengan memasang Goggle Caesar sebagai perangkap 

Goggle V menerobos masuk Destopia. Pertarungan 

penentuan yang terakhir. 

 



xvi 

Universitas Kristen Maranatha 

 
Peran Pemeran 

ゲキ (Geki) 望月祐多 (Mochizuki Yuuta) 

ゴウシ (Goushi) 高安青寿(Takayasu Aohisa) 

ダン (Dan) 藤原秀樹 (Fujiwara Hideki) 

ボイ (Boy) 橋本巧 (Hashimoto Takumi) 

メイ (Mei) 千葉麗子 (Chiba Reiko) 

ブライ 和泉史郎 (Izumi Shirou) 

バーザ 多々良純 (Tatara Jun) 

バンドーラ 曽我町子 (Soga Machiko) 

ラミイ 河合亜美 (Kawai Ami) 
Narator 大平透 (Ohira Toru) 

 
No. Judul Deskripsi 

1 誕生 (Kelahiran) Untuk mengalahkan Bandora, lima orang pemuda 

dibangunkan dari tidurnya selama seratus tujuh puluh 

juta tahun. 

2 復活 (Kebangkitan) Dihadapan kelima orang yang menerima serangan Dora 

Titan, Binatang Pelindung Tyranosaurus bangkit. 

3 戦え絶望の大地 (Berperang di 

Tanah Keputusasaan) 

Demi mendapatkan senjata legendaris, berlima mereka 

pergi ke tanah keputus asaan. Namun disana Dora 

Minotaurus telah menunggu. 

4 甦れ伝説の武器  (Bangkitlah 

Senjata Legendaris) 

Setelah ditolong oleh kelima binatang pelindung yang 

telah bangkit, berlima mereka mendapatkan senjata 

legendaris. 

5 怖～いナゾナゾ  (Teka Teki 

yang Menakutkan) 

Orang-orang yang tidak dapat menjawab pertanyaan dari 

Dora Sphinx, diubah menjadi kayu. 

6 立 て ！ 大 獣 神  (Berdiri! 

Daizyujin) 

Kelima binatang pelindung bergabung menjadi 

Daizyujin, mengalahkan Dora Sphinx. 

7 みえる、みえる  (Terlihat, 

Terlihat) 

Dora Goblin muncul untuk makan jantung dari anak-

anak, Namun hanya anak-anak yang dapat melihatnya. 

8 恐怖！瞬間喰い   (Ketakutan 

akan Pemakan Instan) 

Dora Kilk memakan senjata legendaris. Untuk 

mengambilnya kembali diperlukan daun obat Moryu. 

9 走 れ タ マ ゴ 王 子  (Larilah 

Pangeran Telur) 

Telur dinosaurus yang terdapat di pulau Daros diserang. 

Untuk keselamatan telur tersebut Yuuro mencari Geki 

dan kawan-kawan. 

10 猿はもうイヤ  (Aku Sudah 

Tidak Mau Menjadi Monyet!) 

Telur Dinosaurus terambil oleh Dora Cocktris. Zyu 

Ranger berusaha merebut kembali telur tersebut. 

11 ご主人さま (Tuanku) Roh yang terdapat di sebuah lampu bernama Jin, 

membuat Bandora tertarik. Ia membuat lampu jahat 

untuk memerangkap Jin. 

12 パパは吸血鬼  (Ayah adalah 

Vampire) 

Seorang anak perempuan bernama Michi terperangkap 

dalam ilusi dari Dora Algos. Sehingga ia percaya kalau 

ayahnya adalah seorang Vampire. 

13 射て！黄金の矢  (Tembak! 

Panah Emas) 

Umur anak-anak dicuri oleh Dora Doun. Dia hanya 

dapat dikalahkan oleh Panah Ptera milik Mei. 

14 小 さ く な ァ れ ！ (Jadilah 

Kecil!) 

Don-Don yang gagal menjadi murid Puripurikan, 

menjadikan segala benda di seluruh kota menjadi kecil. 

15 破れ！暗黒超剣  (Hancurkan! 

Pedang Super Kegelapan) 

Dora Night dengan pedang kuno kegelapan, 

menghancurkan senjata legendaris Zyu Ranger. 

Bersambung ke hal. xxvi 
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16 クシャミ大作戦  (Rencana 

Besar Bersin) 

Isamu, seorang anak yang menyukai sepakbola, ditipu 

oleh Dora Endos untuk menendangi bola yang telah diisi 

bubuk bersin. 

17 六 人 目 の 英 雄  (Pahlawan 

Keenam) 

Prajurit yang kuat telah bangkit. Dengan nama Burai, 

Pangeran Suku Yamato. Ia menyerang Geki dan kawan-

kawannya. 

18 憎 し み の 兄 弟 剣  (Pedang 

Persaudaraan yang Penuh 

Kebencian)  

Burai sebenarnya adalah kakak dari Geki. Dengan 

pedang kejahatan Hellfried, ia menyerang Geki. 

19 女 戦 士 サ ソ リ ！  (Prajurit 

Wanita Kalajenking) 

Bawahan baru Bandora bernama Rami, menemukan 

kembali telur dinosaurus dari pulau Daros yang hilang. 

20 大獣神最期の日 (Hari Terakhir 

Daizyujin) 

Jatuh kedalam perangkap Bandora, Daizyujin yang 

kehilangan energi jatuh dan meledak di dalam lava. 

21 守護獣大あばれ  (Amukan 

Binatang Buas Pelindung) 

Setelah menerima Jyusouken dan Dragon Caesar, Burai 

memulai rencananya untuk menghancurkan bumi dan 

mengamuk disana. 

22 合体！剛龍神  (Bergabung! 

Gouryujin) 

Akhirnya Burai menemukan kembali hatinya untuk 

keadilan. Ia memutuskan untuk bersama-sama melawan 

Bandora. 

23 好きすき超魔球  (Bola Super 

Suka-Suka) 

Anak-anak yang berada di bawah pengaruh sihir Pixie 

menjadi suka sesuatu yang mereka tidak sukai. 

24 カメでまんねん  (Kura-kura 

Selamanya) 

Untuk menaklukan Dora Tortoise, diperlukan bunga 

Yasuragi dan yang dapat mencarinya hanyalah Boy. 

25 悪 魔 の す む 公 園  (Taman 

Tempat Iblis Tinggal) 

Kupu-kupu jahat yang dibuat Dora Tarantula 

menyebabkan anak-anak tertidur dalam kesakitan. 

26 カキ氷にご用心  (Semangat 

Kebersamaan Pada Es Serut) 

Mei dan Dan yang meminum obat yang dibuat oleh 

TottoBatto, berubah menjadi preman. 

27 メイを食べたい  (Aku Ingin 

Makan Mei!) 

Bunga beracun yang ditanam oleh Dora Gasura 

menyerang manusia, menyebabkan kota dalam  keadaan 

panik. 

28 大改造！粘土獣 (Perombakan 

besar! Monster Tanah Liat) 

Bandora mendapatkan tanah liat Dokiita, dengan itu ia 

membuat monster yang lebih kuat Dora Franken. 

29 謎！？襲う獣騎神  (Misteri 

Serangan Juukishin) 

Dora Frankenstein yang dikalahkan oleh senjata baru 

dan Gouryujin, berubah menjadi Zombie Frankenstein. 

30 サタンが来る！！  (Setan 

Datang!!) 

Bandora dengan sihirnya memanggil setan besar dan 

melahirkan mahluk terkuat Setan Frankenstein. 

31 復活！究極の神 (Kebangkitan 

Dewa Terkuat) 

Geki dan yang lainnya berhasil membangkitkan 

Daijyujin terkuat, dan mereka mengirim kembali setan 

besar ke angkasa. 

32 ゲキよ涙を斬れ (Geki, Buang 

Air Matamu) 

Dora Narsis menempelkan akarnya di tengah kota, dan 

mulai mencuri energi kehidupan manusia. 

33 教 え て ！ 勇 気 玉  (Ajarkan 

Aku! Bola Keberanian) 

Dora Reiga menankap anak-anak untuk dijadikan korban 

agar terjadi hujan besar yang menenggelamkan Jepang. 

34 ブライ生きて！  (Hiduplah! 

Burai!) 

Untuk membangunkan Rie yang tertidur akibat roda 

tenun sihir, Geki dan yang lainnya pergi ke hutan Ibara. 

35 忍者戦士ボーイ (Prajurit Ninja 

Boy) 

Boy yang menjadi pengawal dari kepala keluarga 

perguruan ninja, bertarung menggunakan ilmu ninja 

deng Dora Ninja. 

36 くだけ！死の鏡  (Pecahkan 

Cermin Kematian) 

Seorang anak mendapatkan peta ketika memancing, di 

dalamnya terdapat peta keberadaan cermin kehancuran. 

Bersambung ke hal. xxvii 
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37 恐竜が生まれる  (Dinosaurus 

Lahir!) 

Telur dinosaurus ditemukan oleh anak-anak. Untuk 

menghancurkan telur tersebut Bandora mengirimkan 

monsternya. 

38 メイ姫七変化！！  (Tujuh 

Penyamaran Putri Mei) 

Untuk merawat seekor monster Ramii mencuri energi 

kehidupan anak-anak. 

39 地底獣の涙… ( Bandora menipu seekor monster yang baik hati, dan 

membuatnya menyerang Zyu Ranger. 

40 ブ ラ イ 死 の 出 発  (Burai 

Berangkat Menuju Kematian) 

Ketika waktu hidup Burai yang tersisa hanya 4 jam, tiba-

tiba Dragon Caear memporak-porandakan kota. 

41 燃えよブライ！  (Bersinarlah 

Burai!) 

Demi menyelamatkan Burai yang telah kehilangan 

“kamar  di mana waktu berhenti”, Dan dan Goushi 

mencari mata air kehidupan. 

42 ブ ラ イ 死 す … (Burai 

Meninggal) 

Burai bertarung dengan Dora Ganzaku padahal kematian 

sudah di depan matanya, apakah air kehidupan akan 

sempat diminumnya? 

43 甦れ！獣奏剣  (Bangkitlah! 

Jyusouken) 

Dragon Caesar yang tenggelam dalam kesedihannya 

karena kehilangan Burai, luka di dalam hatinya diincar 

oleh Bandora. 

44 女 剣 士 ！ 日 本 一  (Prajurit 

Pedang Wanita! Nomor Satu di 

Seluruh Jepang) 

Para bintang yang dikagumi oleh anak-anak, satu persatu 

kemampuannya diserap oleh Dora Kimaira. 

45 バ カ ヤ ロ ー 少 年  (Bocah 

Bodoh) 

 Ketika menyerang Dora Unicorn, maka seorang anak 

yang telah terikat oleh Dora Unicorn ikut merasakan 

kesakitan. 

46 参上！凶悪戦隊  (Munculnya 

Pasukan Jahat) 

Dora Mirrage dapat berubah bentuk, dan pasukan Zyu 

Ranger palsu mengamuk di kota. 

47 突 入 ！ 最 終 決 戦  (Serang! 

Serangan Akhir Penentu) 

Anak dari Bandora Kai yang telah kembali dari alam 

kematian, membuka layar terakhir dari pertarungan 

penentuan. 

48 闇 か ら の 息 子  (Anak dari 

Kegelapan) 

Kyukyoku Daijyujin mampu mengalahkan Dora Taurus, 

namun King Brachion terhisap ke dalam pasir hisap. 

49 神 が 負 け た ！ ！  (Dewa 

Kalah!!) 

Daijyujin dan Dragon Caesar dikalahkan oleh Setan 

Besar dan Dora Taurus, dan mereka terkirim ke dunia 

sihir. 

50 恐竜万歳 (Hidup Dinosaurus!) Daijyujin yang kembali bangkit berhasil mengalahkan 

setan besar, dan sekali lagi berhasil mengurung Bandora.  

 

 
Peran Pemeran 

明石暁 (Satoru Akashi) 高橋光臣(Takahashi Mitsuomi) 

伊能真黒 (Inou Masumi) 齊藤ヤスカ(Saitou Yasuka) 

最上倉太 (Mogami Souta) 三上真史 (Mikami Masashi) 

間宮菜月 (Mamiya Natsuki) 中村知世 (Nakamura Chise) 

西堀さくら (Nishihori Sakura) 末永遥 (Suenaga Haruka) 

高丘映士 (Takaoka Eiji) 出合正幸 (Deai Masayuki) 

森男牧野 (Morio Makino) 斉木しげる(Saiki Shigeru) 

大神官ガジャ (Pendeta Gajya) 大高洋夫(Otaka Hiro) 

リュウオーン (Ryuuon) 森田順平 (Morita Jyunpei) 

風のシズカ (Kaze no Shizuka) 山崎真実(Yamasaki Mami) 
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No. Judul Deskripsi 

1 魔神の心臓(Jantung Dewa 

Kejahatan)  

Dari kuil bawah laut Boukenger berhasil mendapatkan 

Jantung Godom. Namun dari kuil tersebut bangkit pula 

Gajya. 

2 竜の略奪者(Naga Pencuri) Boukenger berhasil mengalahkan raksasa Godom. 

Namun kali ini kelompok Jaryuu berusaha mencuri Otak 

Godom. 

3 覇者の剣(Pedang Para Juara) Pedang dari cerita tiga kerajaan ingin dikumpulkan oleh 

Dark Shadow. Souta berusaha untuk mengamankan 

pedang tersebut. 

4 失われたビークル(Kendaraan 

yang Terhilang) 

Sebuah Precious bernama Madness Weather lepas 

kontrol. Akashi sebagai chief berusaha untuk menolong 

teman-temannya. 

5 帝国の真珠(Permata Kerajaan) Pink mempercayakan sebuah Precious kepada seorang 

anak kecil. Namun sang anak tidak percaya melihat 

wujud manusia Sakura. 

6 呪いの霧 (Kabut Terkutuk) Boukenger menuju ke sebuah desa terkutuk. Namun 

melihat teman-temannya menhilang satu persatu, 

menyebabkan Masumi ketakutan. 

7 火竜のウロコ(Sisik 

Salamander) 

Boukenger mengetahui rencana suku Jaryuu berkat 

sebuah novel. Untuk menghancurkan musuh yang lebih 

kuat Boukenger menggunakan peralatan baru. 

8 アトランティスの秘宝(Harta 

Rahasia Atlantis) 

Sebuah Precious yang dapat berubah bentuk menjadi 

apapun, Vrill berubah menjadi Souta. Souta asli dan 

palsu bertarung.  

9 折鶴の忍者(Ninja Bangau 

Kertas) 

Boukenger berusaha mengamankan sebuah boneka yang 

berisi rahasia SGS. Namun musuh juga memiliki 

rencana untuk mencuri boneka tersebut. 

10 消えたボウケンレッド
(Bouken Merah yang Hilang) 

Salah satu boneka berhasil dicuri. Sementara Akashi 

menerima perintah untuk membakar boneka yang 

tersisa. 

11 孤島の決戦(Perang Penentuan 

di Pulau Terpencil) 

Ke 4 anggota Boukenger lainnya mengetahui tindakan 

Chief menyembunyikan kebenaran dan pergi bertarung 

seorang diri dengan musuh. 

12 ハーメルンの笛(Seruling 

Hamelin) 

Natsuki dibuat melawan teman-temannya yang lain. 

Setelah mendapatkan kembali kesadarannya Natsuki 

bekerjasama dengan Sakura menolong anggota lainnya. 

13 かぐや姫の宝(Harta Putri 

Kaguya) 

Souta terjebak diantara pertarungan antara seorang 

pencuri wanita dan suku Jaryuu memperebutkan harta 

legenda putri Kaguya. 

14 甦る過去(Masa Lalu yang 

Kembali) 

Seorang gadis yang mengaku sebagai adik Natsuki 

muncul. Natsuki yang kehilangan ingatan mempercayai 

gadis tersebut dan menyerang Masumi untuk 

membalaskan dendam orang tuanya.  

15 水の都(Ibukota Air) Boukenger berusaha untuk menyelidiki sebuah dokumen 

kuno misterius. Namun di depan mereka Ragi anggota 

dari suku Jaryuu muncul. 

16 水のクリスタル(Kristal Air) Ragi ternyata adalah mantan penduduk ibukota bawah 

air yang telah punah. Dengan bantuang Akashi mereka 

berdua berusaha membangkitkan kembali kota tersebut. 

17 アシュの鏡(Cermin Ashu) Boukenger bertemu dengan Ashu yang berusaha 

mencuri cermin 100 iblis. Selain itu muncul juga 

seorang pria yang mengejar mereka bernama Takaoka 

Eiji. 

Bersambung ke hal. xxix 
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Sambungan dari hal. xxviii 

18 生きていた男(Pria yang Masih 

Hidup) 

Akibat kekuatan Ashu Akashi melihat bayangan seorang 

temannya yang telah lama mati, dan mereka berdua 

saling bertarung. 

19 眩き冒険者(Petualang yang 

Bersinar) 

Ashu bangkit sebagai Quester. Eiji menderita akibat 

darah Ashu yang berada di dalam dirinya. 

20 新たなる巨人(Raksasa Baru) Eiji adalah setengah manusia setengah Ashu. Namun ia 

akhirnya menetapkan hatinya untuk menjadi Bouken 

Silver. Prajurit ke-enam telah lahir. 

21 打出の小槌(Palu Kecil Uchide) Boukenger mencari palu kecil Uchide, namun Masumi 

dan Eiji saling bertengkar. 

22 ソロモンの指輪(Cincin 

Salomo) 

Masumi dan Natsuki dirubah menjadi binatang, ini 

adalah perbuatan Dark Shadow yang memiliki cincin 

Salomo. 

23 あぶない相棒(Teman yang 

Berbahaya) 

Souta ditahan oleh seorang mata-mata, temannya dari 

masa lalu. Souta berusaha melindungi rahasia dari 

Precious yang sedang dicari temannya. 

24 初音の鼓(Drum Hatsune) Natsuki bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang 

mencari harta karunnya yang berharga. Chief yang 

khawatir turut membantunya. 

25 禁断の果実(Buah Terlarang) Akibat memakan buah pengetahuan, Akutagami 

menyadari perbuatannya. Eiji mengajaknya masuk ke 

SGS.  

26 ガラスの靴(Sepatu Kaca) Banyak kejadian dimana para wanita yang memakai 

sepatu kaca menari sampai pingsan. Sakura juga 

memakai sepatu itu. 

27 風水占いの罠(Perangkap 

Ramalan Feng Sui) 

Boukenger bertarung dengan Jakuryu talon yang 

memakaki papan feng shui. Mereka kesulitan akibat 

nasih yang diatur papan tersebut. 

28 伝説の鎧(Jubah Legendaris) Quester Robo yang menggunakan jubah legendaris 

muncul. Boukenger menahan serangan sambil 

menunggu batas dari robot tersebut. 

29 黄金の剣(Pedang Emas) Bersama dengan seorang profesor yang meneliti tentang 

kebudayaan Lemuria, Chief mencari pedang berwarma 

emas. 

30 怒りの黄金魔人(Kemarahan 

Manusia Gaib Emas) 

Pedang emas tersebut berubah menjadi Zuban. Akashi 

mernarik perhatian Zuban, yang kemudian dibawa 

masuk ke SGS. 

31 亡国の炎(Api dari Negara yang 

Hancur) 

Eiji dan Sakura menerobos masuk dinding pelindung 

yang dipasang musuh, namun sifat keduanya yang tidak 

cocok menyebabkan salah paham. 

32 ボウケン学校の秘密(Rahasia 

Sekolah Petualang) 

Souta dan Natsuki masuk ke sekolah petualang yang 

dibuat oleh Dark Shadow. Disana mereka bertemu 

seorang lelaki yang menyukai petualangan. 

33 レムリアの太陽(Matahari 

Lemuria) 

Ryuuon menculik Natsuki. Ryuuon mengetahui kalau 

Natsuki adalah satu-satunya orang Lemuria yang tersisa 

di dunia. 

34 遼かなる記憶(Kenangan yang 

Jauh) 

Natsuki yang sadar bahwa dirinya adalah orang 

Lemuria, diperalat oleh Quester. Masumi berusaha untuk 

menyelamatkan Natsuki. 

35 神の頭(Kepala Dewa) Dark Shadow melakukan tipu muslihat dengan 

melakukan penjualan sebuah Precious. Boukenger 

berusaha menggagalkan pertukaran ini. 

Bersambung ke hal. xxx 
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Sambungan dari hal. xxix 

36 鬼の金棒(Pentungan Besi Iblis) Seorang anak lahir dari buah persik dan merepotkan 

Chief dan yang lainnya. Ternyata anak itu bermaksud 

untuk merebut kembali Pentungan Besi Iblis yang dicuri. 

37 憧れの芸能界(Dunia Hiburan 

yang Kukagumi) 

Untuk mengamankan sebuah Precious berbahaya yang 

dimiliki oleh seorang artis, Sakura belajar menyamar 

sambil belajar untuk mewawancarai sang artis. 

38 虹の反物(Kain Pelangi) Seorang gadis yang sangat menyukai Souta muncul. 

Sementara Kaze no Shizuka menyerang dengan jubah 

yang dapat merubah wujudnya. 

39 プロメテウスの石(Batu 

Prometeus) 

Boukenger menerima sebuah kiriman yaitu Batu 

Prometeus yang dapat meledak jika batu tersebut marah. 

Untuk itu Boukenger mencoba menjaga suasana hati 

sang batu. 

40 西のアシュ(Ashu dari Barat) Demi mengirim jiwa ibu Eiji Kei ke surga, seorang Ashu 

bernama Ouga muncul. Eiji dirubah menjadi batu. 

41 メルクリウスの器(Wadah 

Merkurius) 

Eiji berkeliaran di dimensi lain bersama dengan ibunya, 

sementara anggota Boukenger lainnya mendapat 

perlawanan sengit dari Quester. 

42 クエスターの時代(Masa Para 

Quester) 

Mengetahui teman-temannya di dalam bahaya Eiji 

kembali ke dunia nyata, dan bersama-sama mengalahkan 

Ouga dan Quester. 

43 危険な贈物（クリスマスプレ

ゼント）(Hadiah Natal yang 

Berbahaya) 

Chief bertemu dengan seorang santa klaus bernama Eve. 

Eve memiliki sebuah boneka bernama Golem yang 

diinginkan oleh Gajya. 

44 仙人の温泉(Pemandian Orang 

Sakti) 

Natsuki dan yang lainnya mendapat undangan ke sebuah 

pemandian air panas. Disana Natsuki ditipu oleh 

Gekkou. 

45 最凶の邪悪竜(Naga Terjahat) Melihat Chief yang dapat mengalahkan musuh yang 

tidak dapat dikalahkannya, Masumi mengingat kembali 

persaingannya dengan Akashi. 

46 目覚めた闇(Kegelapan yang 

Bangkit) 

Masumi mencari-cari kekuatan, sehingga kegelapan 

bangun dari dalam hatinya. Ia terbujuk oleh ajakan 

pengkhianat Dark Shadow, Yaiba. 

47 絶望の函(Kotak Keputusasaan) Chief bertarung dengan Ryuuon yang badannya telah 

mencapai batas, sementara Gajya memperkuat badannya 

sendiri. 

48 恐怖なる大神官(Pendeta yang 

Menakutkan) 

Satu persatu Precious dihisap oleh Gajya. Bahkan Gogo 

Vehicle harus disegel karenanya. 

49 果て無き冒険魂(Jiwa 

Petualang yang Tidak Terbatas) 

Gogo Vehicle bangkit dengan menggunakan kekuatan 

hati manusia. Akhirnya pertarungan penentuan dimulai. 
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Lampiran 2 

 

Tanggapan Pemirsa pada Massage Board serial Jyūken Sentai Geki Ranger pada 

situs TV Asahi 

 
1. 三拳魔の一人、タカがついに倒されました。デザインも声も気に入っていたの

で、少し淋しいですね。「お前達こそ、世界を混乱に陥れているのだ！」力こそ

絶対の基準であった彼は、本気でそう思っていたのでしょう。師を弟子を、手に

かけ続けたタカ。彼は本心から、マクを尊敬していたのでしょうか？散り際の見

事さを思いながら、タカの心中を考えました。 
  
2. 胸にズキューンと来ました。今の世の中考えも感じないやつが多い気がします。

だからいろんな問題が起きます。ジャンとゲンはなんかだんだんいいコンビにな

ってますね。あとはリオとメレちゃん巻き込んで新しい激獣拳を造ろう。    
  
3. ゲキレンジャーだいすきです。ゲキレンジャーをいつもみています。おうえんし

ています。毎週見てます。   
  
4. レツを演じる高木万平さんお誕生日おめでとう毎週かかさず見てますこれからも

頑張ってください    
  
5. レツ君演じる高木万平君へ、誕生日おめでとうございます。ゲキが始まった時、

三人の中で真っ先に印象に残ったのが実はレツ君。物静かな中にもジャン君に親

切にヌンチャクを指導した易しさは今でも忘れることは出来ません。あの日の三

人の意気投合が無かったら、ゲキトージャーもその後の絶妙なコンビネーション

のトライアングルもありえなかったからね。獣拳に対する内に秘めた情熱は誰に

も負けない。最初は理に適わないことはやらない主義だったが、数々の修行を経

たこと。兄ゴウ君との再会。あらゆる出来事を通じて更に成長したと思いまし

た。鋭い分析が出来、機転が利く所もまさに獣拳使いのエース。その反面、笑い

をとるサービス精神の良さも凄くいい！他の共演者やスタッフに注文つけられた

り、色々といじられている様だけど、裏を返せば芸の向上の機会を与えて貰って

いる。沢山の物事を吸収して更に素晴らしい役者さんになって欲しいです。万平

君へ、物語も佳境を迎え、撮影も大変になると思われますが、最後まで体に気を

つけて頑張って下さい。私も引き続き応援して行きますので、今後も改めて宜し

くお願い致します m(_)m   ☆レツおめでとう☆   
  
6. レツ役の高木万平クン、お誕生日おめでとうございます☆残り少なくなってきた

撮影もジャン、ランちゃん、ゴウさん、ケン君と一緒に頑張って下さい＼(^O^)／

ファンタスティック・テクニック☆彡 
  
7. レツ君誕生日おめでと～う♪レツ君の笑顔が大好きです。これからもレツ君を応

援しています。体に気をつけて頑張って下さい。レツ君ー、ガンバレー（ガッツ

ポーズ）！！！ＰＳたぎれ、獣の力！ビースト・オン！！！技が彩る大輪の花、

ファンタスティック・テクニック！ゲキブルー！！！燃え立つ激気は正義の証、

獣拳戦隊ゲキレンジャー！！！獣拳は正義の拳、正しきものは必ず勝つ！！！    
  
8. ジャン達はもとより、臨獣拳の理央やメレの頭上にも分け隔てなく降り注ぐ、激

気魂。「これが、ブルーサの考えか・・・」と、理央様も感慨深げでした☆ 
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彼もまたひつ、大切な何かに気付いたのかも？それにしても、ブルーサ・イーと

は、慈悲深い方のようですね。二派に分かれ、戦うかつての弟子達を、どんな気

持ちで見守っているのでしょう？『いがみ合わず、一つになって欲しい』 

慈雨の如く降り注ぐ激気魂に、ブルーサの願いが込められているような気がしま

した。がんばれゲキレンジャー！！  
  
9. 毎週見てるよ！！大好きだよ。   HAPPY BIRTHDAY   
  
10. 今日はクールなゲギブルーレツの誕生日ですね。おめでとうございます！いつも

応援してます！クールだけど、たまに熱くなる。とくに過激気を手に入れるため

にガゼルと闘ったときの熱いレツが大好きです。これからも頑張ってください。   
  
11. はじめまして、理央（りおう）です。私は、理央とジャンが大好きです。理央は

かっこいいし、ジャンはジャン語？がかわいい（笑）。これからも頑張ってくだ

さい。    
  
12. リンです。毎週、『獣拳戦隊ゲキレンジャー』見ています。この頃、理央とジャ

ンがたくさん出る場面があって嬉しいです。時代劇のカッコをした理央かっこよ

かった、それにジャンは可愛い、赤い着物が似合ってた。それに、ゲキとリンが

力を合わせて戦う所凄く良かったです。あと、理央役の荒木宏文さん、ジャン役

の鈴木裕樹さんのブログいつも楽しみにして見ています。これからも、理央とジ

ャン応援しまーす。  
  
13. 自分はなんの取り柄もない人間なので「強さ」というものに、それこそマクのよ

うな圧倒的な強さに憧れてる気がします。ただ、強さというのは諸刃の剣だと思

います。一度力への執着が芽生えたものは簡単には抜け出せないから・・・強け

ればそれでいいという考を持ち、道を間違った人たちが現実にもいますが、やは

りフィクションの中とはいえ拳聖たちの言葉とかが偉大だと思いました。で

も・・・やはり持てるなら持ちたいですよね、「強さ」というものを・・・    
  
14. 今回、サイダイオーすごかったですね。あれほど大きいとは…。そして、臨獣殿

に対し、なにか違和感を感じ始めた理央様とメレ嬢。そして、そうなる事を予想

していた…、あるいは、そうなるよう仕向けた感じのロン。ゲキレンと理央様、

メレ嬢との関係は、変化するのか、ロンの目的はなんなのか、今後の展開が楽し

みです。    

平常心で戦うことの大切さ   
  
15. 「考えるな、感じろ」。またも考えさせられる奥深い一言があった所感の修行そ

の３４。これは何も格闘に限ったことではなく、何か物事に行き詰った時に、私

達でも思い出さなければならない大切なこと、「考えるより体で…」というメッ

セージも込められている様に思えました。平常心で戦うことを解いたイー氏＆シ

ャーフー師匠。それにしても、シャーフー師匠でさえも神様という位に崇拝する

存在のイー氏は本当に寛大な方なのですね。ゲキのメンバのみならず、理央達に

も降り注ぐ獣力開花。「いつかは両派の和解を望む」というメッセージにも感じ

取れました。イー氏に最も目をつけられていた筈のマク氏。それに気づかず、暴

走する今の姿の彼が、あまりに哀れでなりませんでした。    
  
16. 前回のゲキレンジャーはサイダインが復活してそれを使いこなすケンが凄かった

(^-^)私はジャンのファンです(^-^)ジャン頑張って下さい。    
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17. 僕はてっきりラゲクがゲキチョッパーに倒されたかと思ったんですけどラゲクひ

つこいですな・・・次でラゲク倒されるかな・・・    
  
18. 考えてみると、今の臨獣殿はマク一人のものですよね。カタにしてもラゲクにし

ても同等の仲間というよりは部下に近い印象でしたし。すべてを支配した後、マ

クは一体どうするつもりなのでしょう？友達すらいない世界で、たった一人で生

きていけるのでしょうか？それは強さのみを追い掛ける理央も・・・二人に誰か

の気持ちが伝わる日は来るのでしょうか・・・   みんな大好きー!!   
  
19. 物語も終盤で私も盛り上がって来ました！ゲキレンジャーは年齢関係なくみんな

が楽しめる番組ですね！今まで 5人全員が好きってこと無かったんですが、今回

は皆大好きで毎回楽しく観てますｖランちゃん。お姉さんキャラで「根性

ー！！」ってセリフがとっても可愛いです！！ゴウ兄さん。貴方の「まいった

ぜ」はクセになります笑 

ケン。ジャン達とも掛け合いやマイペースな言動が面白いｖチームになくてはな

わない存在ですね！ジャン。最初は野生児って？とか思っていたんですが観てる

うちに大好きになりました！感情が素直に表情に出るので感情移入しやすいです

ね。笑顔を見ると元気になれますｖ個人的に一番好きなレツ。こんなブルーを待

ってましたｖクールで物静かな中に強い闘志や仲間への愛情をひしひし感じま

す！！しかも華麗に舞っちゃいます！！好きだー！！番組最後まで一緒に学び変

わりたいと思います！皆さん、応援してます！！頑張って下さい！！    
  
20. 応援してるぞ！リオ、ラゲクをたおせ！    
  
21. ずっとテレビの前で応援しています。これからも活躍を生かして戦いをすずいて

下さい。アクガタを倒してりっぱになって下さい    
  
22. いつも応援しています、これからも頑張ってください活躍を期待しています。   

いつも見てます   
  
23. かっこいいです。ジャンは何歳ですか？ ゲキかっこいい☆   
  
24. ゲキレンジャーがんばって！だいちゃん大きくなったら、ゲキレンジャーになる

ね！！！！    
  
25. 「いま、一歩であったに」とのマクの言葉に、俯くラゲク。師を裏切り、激臨の

大乱をともに生き抜いた三拳魔たちには、私達には解らない彼らなりの絆がある

のかも知れない。力や強さを求めるマクや理央を責める気になれないのは、私も

「強さ」を求めている人間だからだろうか？やり場のない悲しみを振り払うよう

に、命の雫を飲み干すマク。この怒りの行き着く先は・・・？    
  
26. 毎週楽しく見ています。ジャン君の笑顔が大好きです。これからもジャン君を応

援しています。インフルエンザが流行っていますが体に気をつけて頑張って下さ

い。ジャン君ー、ガンバレー（ガッツポーズ）！！！ＰＳたぎれ、獣の力！ビー

スト・オン！！！体にみなぎる無限の力！アンブレイカブル・ボディ！ゲキレッ

ド！！！燃え立つ激気は正義の証、獣拳戦隊ゲキレンジャー！！！    
  
27. 操獣刀でサイダインを動かすところをはじめて見た。うれしかったです。    
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28. サイダイオーつよかったよ。ゲキチョッパーすごい！まいしゅうがんぱってかっ

てね。    
  
29. ゲキレッドとゲキチョッパーの「考えるな、感じろ」というところがとてもカッ

コ良かったです。ゲキレンジャーのみなさんこれからも頑張って闘ってくださ

い。応援しています。ゲキレンジャー最高！！！！    
  
30. タカとラゲクは、もしかしたらマクと出会わなければ道を踏み外すことはなかっ

たのかもしれないと思いました。タカは今回、ゲキレンに倒されてしまいました

が、その話し方や凛とした態度は悪の道に入らなければ、賢人といった感じを受

けます。ラゲクにしても、マスター・シャーフーのことをいまだに「ダーリン」

呼ぶということは、今でも未練があるのかも。憎しみは愛情の裏返しなのかもし

れません。(マスター・シャーフーの態度にも多少問題があったのかも?!)場合に

よっては可愛い女性でいたかもしれない気がします。たぶん近く、タカのように

倒されてしまうのでしょうが、二人はマクの復活には反対していました。理央様

メレ様には良い師匠だったかもしれず、マクは無理としても、この二人とは和解

の可能性が残されていたと思えてなりません。 

(T-T) 
  
31. 激獣拳正当継承者たちよ、よくぞマクを倒した。 
  
32. ジャンが戦ってるときの BGM がかなりカッコイイです！！！ジャン！獣力開花お

めでとう～ヾ(^▽^)ノ 
  
33. ゴウ様ステキ（＊０＊）／興ふんして、特に、初登場なんてもう、 

「も、萌えええ…、」で、冷めてくると、「あ、あれで終わっちャったよ～（Ｔ

－Ｔ）」で、もうー回見ちゃラんだよなあ～。明日も、オし流ガンバ！    
  
34. ジャンくんとレツくん 今何してるの？    
  
35. いつもゲキレンジャーをおうえんしています。これからもがんばってください。   
  
36. ゲキレンジャー    
  
37. きょうのゲキイエローもかっこよかったよ！またらいしゅうもみるよ！    
  
38. らいしゅうもがんばってね。    
  
39. いえろーへみゆは、いえろがすきだよ。みゆのおうちであそぼうね。まつてる

よ。 
  
40. サイダインとれておめでとう。カッコイイね(+∞O∀O`●)パパは、ゴウとレツマ

マは、ランとメレぼくは、ケンとジャンみんな、すげーカッコイイね    
  
41. かっこいいなあ！俺もリンシーでお手伝いさせてください！！！にっくきゲキレ

ッドを倒すため    
  
42. 毎週楽しみにしています！    
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43. 今回のゲキレンジャー、えーーー！！！ロンが黄金の竜？（かな？）になってい

ましたが、こいつは何者・・・・？ますます謎です。 
  
44. やっぱダントツでかっこいいわ。いつもへらへらしてるけど、ああいう時のかっ

こよさがやっぱ戦隊レッドたる所以なんだなあ。ロン。とうとう出たな。文字通

りの龍だったか。あのコソコソした感じ、ヘビっぽいと思ってたんだけど。    
  
45. いつもゲキチョッパーがんばってね。りょうたもおうえんしてるよ。      
  
46. 遂に、ロンが表に出始めましたね。拳魔マクが倒され、ラゲクがロンに瞬殺。ロ

ンって何者なんでしょうね？ラゲクは一端を知ってる口振をしてましたが？ゲキ

レンジャー5 人と再び臨獣殿首領に戻った理央とメレ新たにロンが加わってネオ激

臨の大乱が勃発する日は近い？鈴木君大好きです！これからも頑張って下さい！

勿論、他の皆さんも怪我等無い様に活躍楽しみにしてます。    
  
47. いつも応援しているよ。来週もゲキレットがんばってね！！    
  
48. マスターを助けてマクを倒す道を開いたサイザインはやっぱり獣拳の神だね＾＾

新しい謎の拳法をリオが身につけてもきっともっと凄い拳法を身につけそうだ

ぞ！    
  
49. ゲキファイアーでがんばってください    
  
50. 三拳魔、遂に散るですね！ようやく、厄介だったマクも倒されて一安心になった

はずですが・・新たな大乱が始まるって、さらに恐ろしい事が起こるってことで

しょうか・・？（・・；）それにしても、マントが戻った理央。やっぱり、首領

としての姿の方が理央はかっこいいです！♪    
  
51. 毎週、理央様のアップが見られたなら、それだけで大満足よ♪    
  
52. 私は、ランのこんじょうの言葉に、ゆう気をもらいます。学校でもいっつもこん

じょうの言葉を思いだしながら、何かにとりくんでいます。これからもがんばっ

てください。 傲慢さの果てに・・・   
  
53. マクの最後・・・切ないものを感じました。でも、彼は傲慢過ぎたのだと思いま

す。自分よりも強いものを認めない、そんな傲慢だったからこそマスターブルー

サはシャーフーを選んだのでしょう。誰よりも強い自分が情けをかけられ

る・・・子供たちには難しいかもしれないけど、大人になると自分もマクの立場

になることもあるということを、いつか感じてもらえたらそれも意味あることか

なと思いました。    
  
54. ついにサイダイゲキファイヤーでましたね！僕はこれを見た瞬間、小さいときに

よく見てた「超力戦隊オーレンジャー」に出たキングピラミッダー・キャリアフ

ォーメーションが頭に浮びました。この二つ、似てますよ！    
  
55. いつも僕は、おそく起きるけど、ゲキレンジャーがある日は、早く起きていま

す。レッド、ブルー、イエロー、チョッパー、バイオレッドが、がんばっている

ところを、早く見たいから、ビデオをセッティングしていても早く起きていま
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す。ゲキレンジャー、これからも早起きして見るからね。    
  
56. ロンの言うもう一つの獣拳、「幻獣拳」。最初はただ単に「げき」の「き」と

「りん」の「ん」を合わせたものかと思ったけど、まさかなあ。んなコトより、

ロンの本当の姿（なのかな？）が怖いよ！それと、ラゲクの最期の言葉「お前

は・・・・・」え、なんて言ったんだ！？ 聞き取れなかったぞ！？    
  
57. 漢堂ジャン君へ。いつも私たち元気をもらってありがとう。私はその元気をもら

って音楽祭の練習を頑張っています。ジャン君も風邪などひかないで頑張ってく

ださい。PS スーパーゲキクロービースト・オン過激スーパーゲキレッド。燃える

過激は正義証獣拳戦隊ゲキレンジャー    
  
58. ゲキレンジャーーファンの１人です！特に、ゲキイエローの福井未菜ちゃんとメ

レ役の平田由香ちゃんの大ファンです！これからも、頑張ってください！＾＾    
  
59. ゲキレンジャーいつも頑張ってます。ボクもいつも応援してます。 
  
60. けんままくとたたかってもまくがよわかったから、きにいりました。すげー！さ

いだいおーもきにいりました。がんばれー！  
  
61. 幻獣拳…空想の獣の拳？ロンが龍なら、麒麟とか鳳凰の拳法もあるのかな？ 
  
62. とうとう拳魔マクを倒したゲキレンジャー。マクを倒した事で７拳魔も復活し良

かったな～、本当に。やはり最後はゲキレッドｖｓ理央様なのかな？楽しみさ

～。ロンとは何者なのか？前からの疑問がまだ浮上。幻獣拳とは何なのか？新た

な謎が登場ですね～。    
  
63. サイダイゲキファイアー、どえりゃー凄げ～^^;;拳聖達も無事元に戻り、一見最

高にめでたしめでたしと思えた修行３５…。いや、筆者の感想はその逆です。何

だかスッキリしない終わり方でした。結局三拳魔はイー氏やシャーフー師匠に対

する蟠りを残したまま最期を迎えてしまいました。イー氏に対する謀反を考える

と当然の報いという言い方も確かにありますが…。ロンはその道さえも非情なま

でに閉ざしてしまった訳ですからね。特にラゲク姐さんの最期は余りにも惨いと

思いました。このモヤモヤ感は、本編の最後にランちゃんに語ったジャン君の冴

えない表情の一言「新しい大乱」に集約されていると確信しました！何せ彼は今

まで以上に理央の強さを肌で感じていた訳ですからね。理央達三人から出た新た

なキーワード幻獣拳。残り４ヶ月弱、これから物語は一体どうなるのでしょうか

…。今確かに言えていることは、勝利に浮かれずに「勝って兜の尾を締めろ」と

いうことなのでしょうね。    
  
64. 今日も観ました。ついにマクにかったね～リオ様もゲキレンジャーも。そしてつ

いにリオ様の前に姿をあらわしたロン様！まさかラゲクを…。しかし謎。 来週ま

で待てない！早く続きが観たいです。来週も楽しみにしています。    
  
65. ゲキレンジャー！リオをたおせっ！！    
  
  
66. 今回は…本当に凄かった！ジャン対理央の一騎打ちに、ジャン対マクの激闘!!凄

まじい激闘に、ゲキレンジャーという作品の底力を観た様な気がします。いや、
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今回は燃えに燃えました!!新たに登場した幻獣拳と、ロンの動向に後半も楽しみ

な展開になると期待しています。    
  
. ゲキレンジャー最高っす！前にもいれたけどぉケンのジャージがほしい！！！お

願いします m(__)m 発売してぇぇぇぇ☆彡    
  
68. こんばんは、麗黄（レイファン）でございます。今日の感想ですが書き込み来ま

した～今日は本当にびっくりしました。マク撃破＆七拳聖元に戻ったのはもとよ

り、ロンがラゲクを切り捨てた事がびっくりしたよね！！だけど、七拳聖が元に

戻ってよかったね！これも皆が力を合わせて頑張った結果だもんね。p(^^)q これ

からもこの調子で頑張ってね！！ゲキレンジャー！！！(^o^)v それでは本日この

辺にて失礼します。麗黄（レイファン）でした～頑張れゲキレンジャー(^o^)v 来

週もワキワキのニキニキのシャッキンキーンのウキャウキャダァーッ！！！！！

(^O^)/    
  
69. 今日のお話見ました。７人のマスターたちの石化がとれて本当によかったです

ね。これからもレツ君とゴウ君を応援しています。インフルエンザが流行ってい

ますが体に気をつけて頑張って下さい。レツ君ー、ゴウ君ー、ガンバレー（ガッ

ツポーズ）！！！ＰＳたぎれ、獣の力！ビースト・オン！！！技が彩る大輪の

花、ファンタスティック・テクニック！ゲキブルー！！！響け、獣の叫び！ビー

スト・オン！！！刺激、俺流、わが意を尽くす、アイアン・ウィル！ゲキパイオ

レット！！！燃え立つ激気は正義の証、獣拳戦隊ゲキレンジャー！！！ 
  
70. いつも楽しく見ています。 

ゲキレンジャーの歌だいすきです。    
  
71. 今週から新たなる戦いが始まりますね。頑張っていると思うけどみんなは、元気

のパワーもらっているから大丈夫だよ。ランちゃんも体に気付けて頑張って下さ

い。PS スーパーゲキクロービーストオン過激にオネストハートスーパーゲキイエ

ロー燃える過激は、聖なる証獣拳戦隊ゲキレンジャー 
  
72. まさか修行３５でマク様とラゲクを倒すなんて、スゴイです。これで三拳魔、全

員破れましたね。残りはロンだけ・・いや、まだ何か仕掛けるつもりだな・・き

っと。ロンのあの姿は・・不気味。 
  
73. リオ様もガンバレ～ 
  
74. 幻獣拳という新たな第三勢力登場により、戦いはクライマックスに突入!!ゴウと

レツの父親も幻獣四奨？の一人幻獣キメラ拳違ったかな？白虎として立ちはだか

る幻獣王理央幻獣グリフォン拳にパワーアップしてゲキレンジャーに襲いかか

る。楽しみです 
  
75. ついにロンがその正体を現しましたね(^^;)龍を中国読みでロンといいますが、ま

さに金色の龍！ しかもその胸には無数の龍の首が…。いつもの姿では「誰？」と

言っていたラゲクも「金色のその姿、見たことがある」と言っていました。しか

もかなり恐れ、動揺していた…。そしてついに理央様の前に現れて「私は貴方の

影。背中についた眼…」などと理央様の分身であるかのように言っていました

が、マクと旧知であったことや、ラゲクの言葉から見て、それはないと思われま

す。実在の獣ではない龍は正に幻獣。今は理央様を首領として持ち上げています
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が、本心は他にあるはず！ 理央様メレ様、お気をつけて！！ 
  
76. とうとうマクが倒され、そのうち戻るとは思ってたけど、リオが元のリーダーに

戻っておまけにラゲクもロンに倒されてもう、三拳魔はついに全滅しちゃった。

新たなる戦いの始まりだ！    
  
77. ついにマクをたおしましたネ☆ゲキレンジャーすごい！サイコーです。実は私、

小学校６年生です・・・。（笑）でも、ウチのクラスでゲキレンジャー超はやっ

ています！！この間、５人くらいでゲキレンジャーの話をしていたら中休みがあ

っというまに終わってしまいました。ありえないですよね・・・。これからもゲ

キレンジャー見続けます！！頑張ってネ(^^)    
  
78. 臨獣殿にちょこちょこ現れる謎の男ロン。はたして、何者なんでしょう？謎は深

まるばかりです。    
  
79. ロンの変身した姿は「龍」でしたね。でも、それは実在しない生物。ということ

は、幻獣拳とは龍とかユニコーンとか実在はしないが伝説として語られている獣

たちの力を使うのでは？ならば、三拳魔以上の敵がわんさか出てくるかも・・・

勝てるか！？ゲキレンジャー！    
  
80. こんにちは。ついに、登場！サイダイン＆サイダイオー、スゴイ！ 

さすが、じゅうけんの神！！！サイダインについている金色の剣で持ち上げた

ら。 

巨大線になったマクもとんでっちゃうしスゴイ！！！すごいなぁ～サイダインっ

てそ～んなパワー持ってるんだも～ん！！！喜田琢豊でした。つづく・・・。    
  
81. 理央サマとジャンの一騎打ち、迫力ありました！！マクの最期を見届ける理央サ

マ。 

マクは、獣力開花した理央サマが自分よりも強くなっていることを心の底では感

じていたのではないかと思います。本当に殺伐とした師弟関係だったけど。とこ

ろで、いきなり姿を現したロン（気配は感じていたのかな？）に理央サマ、落ち

着きすぎです…。    
  
82. 宇崎ランさん可愛い。これからも頑張って。ゲキイエロー。    
  
83. 海の拳魔ラゲクがロンに倒されたのがショックでした。最後に理央ちゃんに何を

するの？って言ってたし何だかんだで心配をしてくれるお母さんのようにも見え

て悲しかった    
  
84. ゲキリントージャーかっこいいです！テレビに一回でましたね！また出てきてほ

しいですね。ゲキレンジャーとリオとメレが仲間になればなぁ・・・    
  
85. ゲキレンジャーは第 2 章へと幕を開けていきますね！ロンがなにやらよからぬこ

とをたくらんでいるように見えますが、、、ケンとジャンの大好物メンチカツ！

うちの子（4 歳）はお肉が嫌いで全然食べてくれなかったのですがケンとジャンの

おかげでお肉（ひき肉）が大好きになり、スーパーに行くたびにメンチカツのお

惣菜を買わされます(#^.^#)ついでにゲキレンジャーは野菜が好きなところを見せ

てくれるともっともっと嬉しいんだけどなっ    
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86. 本日は娘にかわって私が書かしてもらいます。娘は、ゲキレンジャーが大好きで

す。むすめも応援してますのでがんばってください。娘共々見さしていただきま

す。どうかお体に気おつけてください    
  
87. 毎朝ゲキレンジャー見てます！新しい仲間も増えたのでこれからも応援していま

す！♪    
  
88. 高木さんへいつもゲキレンジャーを見るとやっぱり高木さんは、カッコイイとい

つも思います。なんか ゲキイエローのことが好きなお友達がいてそのこは、海

風ゆうたろうくんといいます。ようしくお友達のたくまくんがゲキレットのジャ

ンをジャーンと見せてあげるとゆうギャグをゆっていました。 
  
89. (*^∇^){理央様、カッチョイイ~}    
  
90. 先週のお話見ました。マスターたちの石化がとれて本当によかったですね。これ

からもケン君を応援しています。インフルエンザが流行っていますが体に気をつ

けて頑張って下さい。ケン君ー、ガンバレー（ガッツポーズ）！！！ＰＳ取り澄

ませ、獣の刃！ビースト・オン！！！才を磨いて己の未来を切り開く、アメイジ

ング・アビリティ！ゲキチョッパー！！！    
  
91. 今回、臨獣殿との闘いに、一応決着がつきました。そして、理央様・メレ嬢と

の、新たな闘いが始まります。互いに、影響しあい、強くなる。いい関係にも見

えますが、少しずつ正体をあらわし、その企みも見え始めた、ロンの存在が、と

てもきになります。 
  
92. 毎週楽しく見ています。先週のお話で美希さんからの知らせを聞いた瞬間の満面

な笑顔が素敵ですね。これからもレツ君を応援しています。今日から１１月です

が体に気をつけて頑張って下さい。レツ君ー、ガンバレー（ガッツポー

ズ）！！！ＰＳたぎれ、獣の力！ビースト・オン！！！技が彩る大輪の花、ファ

ンタスティック・テクニック！ゲキブルー！！！燃え立つ激気は正義の証、獣拳

戦隊ゲキレンジャー！！！    
  
93. ランレツゴウケンを抹殺せんと放たれたマクの渾身の攻撃を一人で撥ね飛ばした

瞬間、過激気研鑽、何度見ても鳥肌ものです。思えば過激気が開花したときも、

前回の「考えるな、感じろ」でカタの幻術を見切ったときも、全身総毛だったよ

なあ。ここぞという時に頼れるのはやっぱりあなた！！ジャン、頑張れ！！    
  
94. 黒獅子リオの獣力開花★ジャンとあのまま戦っていれば、どちらが勝ったのでし

ょう？ 

あの黒いコートもやっと戻りました。マクが敷物にするんじゃないかとハラハラ

してましたが（笑）きっと戦利品として、臨獣殿の宝物庫にプレシャスのように

大切に保管されていたのでしょうね。    
  
95. マスターたちがマクの力で岩になってしまった！？みーんな岩に！。でも・・・ 

ゲキレンジャーたちがマクを倒したのでマスターたちがスクラッチにもどっ

た！？ 

！！！戻ったので、ジャンとランとレツと・・・    
  
96. いつもゲキレンジャー見てからいつもリス園に仕事に行っています。技を磨き身



xxxi 

Universitas Kristen Maranatha 

に付いてしまうレツ君凄いです。新しい戦いが始まると思うけど頑張って下さ

い。PS スーパーゲキクロービスート・オン過激にスーパーゲキブルー燃える過激

聖なる証獣拳戦隊ゲキレンジャー    
  
97. ゲキレンジャー毎週みてます！！毎週、とてもかっこいいので、がんばってくだ

さい。 

おうえんしています。    
  
98. すごいつよくなってね。    
  
99. 時裂斬で垣間見せた過去の場面で「ダーリン！」と叫びながら走る若きラゲクの

姿は、片想いの恋人シャーフーの身を案じて急ぐ一人の女性でした。「ダーリン

の優しさがマク様を歪めてしまったのよ…。」と言っていましたが、彼女自身も

そうだったのでしょう。(シャーフーの優しさは罪つくりですね。)理央様達を

「理央ちゃん」「メレちゃん」と呼び、二人を(特にメレ様を)強くし、自身の最

後の瞬間まで「お前は…理央ちゃんをどうするつもり…」と理央様を心配してい

たラゲク。シャーフーとのわだかまりを解けば優しい女性に戻れたかもしれなか

ったのに、その可能性を残酷に絶ち、用済みとばかりに切り捨てたロンはゆるせ

ません(T-T)PS. 能面のようなラゲクに豊かな感情を見せてくれた、声優さんとス

ーツアクターさんの連係プレー、お見事でした。 

ラゲク姉さん、好きだったよ…。 
  
100. う-たんはメレたまがだ-いちゅき    

 

 


