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株式会社ブシロード

報道関係各位

★PRESS

RELEASE★

『舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」摩天楼ヨザクラ抗争』
春雲組 WebCM を YouTube にて公開！
ミニキャラ卓上 BIG スタンディが当たる Twitter キャンペーンを開催！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：橋本義賢、以下ブシロード）は、4
月 15 日より KAAT 神奈川芸術劇場 ホールにて上演の『舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」摩天
楼ヨザクラ抗争』の、春雲組 WebCM を YouTube「ROAD59 チャンネル」にて公開いたしました。
さらに、WebCM 公開記念として春雲組のミニキャラ卓上 BIG スタンディが当たる Twitter キャンペーンを
開催いたします。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申しあげます。

『舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」摩天楼ヨザクラ抗争』
春雲組 WebCM を YouTube にて公開
『舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」摩天楼ヨザクラ抗争』春雲組の WebCM を YouTube
「ROAD59 チャンネル」にて公開いたしました！
『舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」摩天楼ヨザクラ抗争』春雲組 WebCM
動画 URL：https://youtu.be/I3_k4ETWbGU
今回の WEBCM では成山誓吾(CV.前田誠二)が CM ナレーションを担当！
さらに CM 動画の最後で、同キャラクターが YouTube「ROAD59 チャンネル」への登録をお願いするスペ
シャルボイスも公開しております！
舞台第 2 弾『舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」摩天楼ヨザクラ抗争』は、４月 15 日より上演開
始！
只今チケット一般発売中です！

春雲組 WebCM 公開記念！
春雲組 7 名のミニキャライラスト卓上 BIG スタンディが当たる Twitter キャンペーンを開催！

春雲組 WebCM の公開を記念して、春雲組 7 名のミニキャライラストを使用した卓上 BIG スタンディが
当たる Twitter キャンペーンを開催いたします！ぜひこの機会に奮ってご応募ください！
〇『舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」摩天楼ヨザクラ抗争』
春雲組 WebCM 公開記念 Twitter キャンペーン概要
【応募方法】
キャンペーン期間中に以下の①②を行っていただいた方の中から抽選で、「ミニキャラ卓上 BIG スタンディ」
(全 7 種：八薙バクト、結津万華夜、結津万清信、成山誓吾、大井町高久、桐宮ユウト、藤堂時雨)
の内いずれか 1 種を各 1 名様にプレゼントいたします。
① 応募期間中に ROAD59 -新時代任侠特区-公式 Twitter アカウント
(https://twitter.com/ROAD_59)をフォロー
② 同アカウントから投稿される応募対象ツイートを RT
【応募期間】
2021 年 4 月 6 日(火)17:00～4 月 13 日(火)23:59 まで
【応募対象ツイート】
https://twitter.com/ROAD_59/status/1379348224645853185?s=20
※スタンディサイズ 高さ約 25cm
※どのキャラのスタンディが当たるかはお選びいただけません

キャンペーンに関する詳細注意事項はプロジェクト公式サイト(https://road59.com/)をご確認くださ
い。
関連情報
『舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」摩天楼ヨザクラ抗争』
チケット一般発売中！さらに公演終了後のキャストトークイベントも実施！

4 月 15 日より KAAT 神奈川芸術劇場 ホールにて上演いたします『舞台「ROAD59 -新時代任侠特
区-」摩天楼ヨザクラ抗争』のチケット一般発売が受付中です！
さらに、公演終了後にキャストによるトークイベント「キャスト登壇アフタートーク ～天海区お花見会～」の
実施が決定いたしました。
●『舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」摩天楼ヨザクラ抗争』チケット一般発売詳細
受付 URL：
e+：https://eplus.jp/road59/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/road59/
ローソン：https://l-tike.com/play/road59/
受付期間：3 月 20 日(土)10:00～
※お申込みは先着順のため、予定枚数に達し次第受付終了となります。
※2 枚お申し込みの場合は、申し込み代表者と同伴者の氏名及び緊急連絡先の登録が必要となりま
す。

●「キャスト登壇アフタートーク ～天海区お花見会～」詳細
以下の各公演終了後に、キャストによるトークイベント「キャスト登壇アフタートーク ～天海区お花見会
～」を実施いたします。
※ご参加には各公演回のチケットが必要となります。
＜アフタートーク スケジュール・出演者一覧＞
・4 月 16 日(金)14:00 公演…君沢ユウキ、砂川脩弥、井上正大、蒼井翔太／MC：相羽あいな
・4 月 16 日(金)19:00 公演…砂川脩弥、井上正大、鮎川太陽、末野卓磨／MC：白又 敦
・4 月 17 日(土)12:30 公演…君沢ユウキ、白又 敦、鮎川太陽、山本康平／MC：前田誠二
・4 月 17 日(土)17:00 公演…河内美里、美波わかな、工藤晴香、岡田夢以／MC：相羽あいな
・4 月 18 日(日)12:30 公演…君沢ユウキ、蒼井翔太、末野卓磨、加藤里保菜、奥仲麻琴／MC：
工藤晴香
※砂川脩弥は公演本編は映像出演となり、アフタートークのみステージでの登壇となります。

【公演概要】
欲望渦巻く摩天楼で繰り広げられる、新時代任侠エンターテイメント「ROAD59 -新時代任侠特区-」
舞台公演第 2 弾、2021 年 4 月 15 日(木)～4 月 18 日(日)KAAT 神奈川芸術劇場 ホールにて
上演決定！
タイトル：舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」摩天楼ヨザクラ抗争
会場：KAAT 神奈川芸術劇場 ホール
公演日程：2021 年 4 月 15 日(木)～4 月 18 日(日) ※全 7 公演
4 月 15 日(木) 19:00 開演
4 月 16 日(金) 14:00 開演／19:00 開演
4 月 17 日(土) 12:30 開演／17:00 開演
4 月 18 日(日) 12:30 開演／17:00 開演
※各公演、開場は開演の 45 分前
出演：
【春雲組】 君沢ユウキ／河内美里／前田誠二 白又 敦 鮎川太陽 山本康平／京本政樹（特別
出演）
【狛浪組】 砂川脩弥(映像出演)／相羽あいな 美波わかな／七海ひろき(映像出演)
【黒条組】 井上正大／工藤晴香 岡田夢以／末野卓磨
【PHOENIX】 蒼井翔太／加藤里保菜 奥仲麻琴

公演あらすじ
かつて絶滅した桜の木が、この街には今も残っている──。
東京湾に浮かぶ摩天楼、天海区。
欲望渦巻くこの街では 4 つの勢力が地下に眠る｢夜真多大蛇(やまたのおろち)の首｣と、その封印を解く
鍵となる春雲組の娘、華夜(演：河内美里)をめぐる抗争を続けていた。
そんな中、天海区にニセ札が回り出し、「春雲組」のシマにも影響が出始める。
八薙バクト（演：君沢ユウキ）と、大井町高久（演：白又敦）は、ニセ札の件に大井町の詐欺師時
代の仲間であった”一条”という男が関わっているという情報を掴む。
取引現場に現れた一条は、過去のことは水に流し、共に仕事をしないかと大井町に持ちかける…。
ニセ札事件の裏で「PHOENIX」の日本支部リーダー、ベネディクト（演：蒼井翔太）は協力者である、
マリア・ベルナール（演：奥仲麻琴）に、とうの昔に絶滅した「桜」を咲かせる計画を打ち明ける。
その頃「狛狼組」の氷室涼香（演：美波わかな）は財政難である組のために、
姉の氷室 静（演：相羽あいな）に黙って、裏カジノへ乗り込もうとしていた。
一方、「黒条組」の皇 賢誠(演：井上正大)は「PHOENIX」のベネディクトとの過去の商談の様子を黒
鉄一臣（演：末野卓磨）に話す。
次第にそれぞれの勢力は
天海区に狂い咲く「桜」の下に集結していく──
チケット料金：
オロチシート（前方シート・非売品グッズ付き・全席指定）：15,000 円（税込）
ジンギシート（全席指定）：9,000 円（税込）
※オロチシート（前方シート・非売品グッズ付き・全席指定）は、先行販売で完売した場合一般発売
では販売致しませんので予めご了承願います。
※ご購入後の返金・クレーム及びお席の振替は一切お受けできません。予めご了承ください。
※未就学児入場不可
スタッフ：
【脚本】毛利亘宏
【脚本協力】石塚千奈実
【構成・演出・映像】ヨリコ ジュン

【主題歌】GACKT「Exterminate」
【制作】エースクルー・エンタテインメント
【主催】ブシロード 劇団飛行船
────────────────────────────────────────
○プロジェクト概要
「ROAD59 -新時代任侠特区-」とは？

BanG Dream!（バンドリ！）、少女☆歌劇 レヴュースタァライト、D4DJ に続く、
ブシロードの新たなメディアミックスプロジェクトは新時代の「任侠物」がテーマ！
欲望が渦巻く街で、それぞれの組織の思惑が交錯し、ぶつかり合う。
互いの信念と生き様を賭けた戦いが今、始まる！
2021 年 4 月舞台第 2 弾上演決定&2021 年春コミカライズ第 1 弾公開決定！
舞台第 1 弾 Blu-ray2021 年 4 月 14 日(水)発売決定！
プロジェクトタイトル： 「ROAD59 -新時代任侠特区-(ヨミ：ロードゴジュウキュウ シンジダイニンキョウト
ック)」
スタッフ：
原作：ブシロード
製作総指揮：木谷高明
ストーリー原案・構成：毛利亘宏
（代表作：「舞台『仮面ライダー斬月』-鎧武外伝-」「ARGONAVIS from BanG Dream!」）

キャラクターデザイン：ぎどら
統括プロデューサー：中山雅弘
制作：ブシロード・ミュージック
エースクルー・エンタテインメント
エグゼグティブプロデューサー：都田和志
主題歌担当アーティスト：GACKT
公式サイト：https://road59.com/
公式 Twitter：https://twitter.com/ROAD_59
PV 映像第 1 弾：https://youtu.be/dYCCsmIBivY
公式 YouTube チャンネル「ROAD59 チャンネル」：
https://youtube.com/channel/UC2WZvPpssXauFL4LGWZF_oA
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
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