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ブシロード新メディアミックスプロジェクト
「ROAD59 -新時代任侠特区-」キャスト第２弾を発表！
舞台チケット先行も 10 月 6 日より受付開始！
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、本日 10 月 5 日（月）に新メディアミックスプロジェクト「ROAD59 -新時代任侠特区
-」のキャスト情報第２弾を発表いたしました。
また、12 月に行われる舞台公演のチケット先行を明日 10 月 6 日(火)より受付開始すること
を合わせて発表いたしました。
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。
────────────────────────────────────────
ブシロード新メディアミックスプロジェクト
「ROAD59 -新時代任侠特区-」キャラクター&キャスト第２弾を発表！
舞台チケット先行も 10 月 6 日より受付開始！

株式会社ブシロードは本日 10 月 5 日（月）に新時代の「任侠物」がテーマにしたブシロー
ド発のメディアミックスプロジェクト「ROAD59 -新時代任侠特区-」のキャスト情報第２
弾を発表いたしました。
キャスト陣が演じるキャラクター達による、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にぜひご期待ください！
〇「ROAD59 -新時代任侠特区-」キャラクター&キャスト情報第２弾
＜春雲組＞
桐宮ユウト(きりみや ゆうと)役 鮎川太陽
＜狛浪組＞
日向汐音(ひゅうが しおん)役 七海ひろき
＜黒条組＞
柊 蓮花(ひいらぎ れんげ)役 工藤晴香
柊 彩愛(ひいらぎ さら)役

岡田夢以

＜PHOENIX＞
イリーナ・スペシフツェワ役 加藤里保菜
本日発表したキャスト陣もすでに発表済みの君沢ユウキ、砂川脩弥、井上正大、蒼井翔太(映
像出演)、京本政樹（特別出演）と共に 12 月のプロジェクト第１弾舞台公演に出演します！
また、明日 10 月 6 日(火)17:00 より本公演のチケット最速先行も受付開始予定です。
追加キャスト情報は明日も発表予定ですのでぜひお楽しみに！

舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」公演詳細情報解禁！

チケット先行は明日 10 月 6 日(火)17:00 より受付開始！

また、キャスト第２弾発表に合わせ、12 月に行われるプロジェクト第１弾、舞台公演のチ
ケット最速先行を明日 10 月 6 日(火)より「ブシロードミュージックパスポート」ほか各キ
ャストファンクラブなどにて受付開始すること発表いたしました。
【公演概要】
舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」出演決定！
2020/1/24～12/27 東京・なかの ZERO 大ホールにて上演！

ブシロードが送る、新時代の任侠エンターテイメント勃発！
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！

【ブシロードミュージックパスポート 最速抽選先行】
https://passport.bushiroad-music.com/blogs/news/road59_ticket
受付期間：10 月 6 日（火）17:00～10 月 12 日（月）18:00
枚数制限：おひとり様各回 1 回、各 2 枚までお申し込みが可能です。
※各回、第二希望の席種までお申し込みいただけます。
※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。

【公演日程】
全 6 回公演
会場：なかの ZERO 大ホール
12 月 24 日（木） 19:00 開演
12 月 25 日（金） 19:00 開演
12 月 26 日（土） 12:00 開演／16:00 開演
12 月 27 日（日） 12:00 開演／16:00 開演
※各公演、開場は開演の 60 分前
【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）
※オロチシート（前方シート・非売品グッズ付き・全席指定）は、12 月 6 日（日）まで
の販売となります。

※非売品グッズは公演当日、会場にてお引き換えください。各会場公演期間以降のお引渡
しはできませんのでご了承ください。
・ジンギシート（全席指定）
：9,000 円（税込）
※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
※蒼井翔太は映像出演となります。
【一般発売日】 2020 年 11 月 8 日（日）10:00
【脚本】毛利亘宏
【構成・演出・映像】ヨリコ ジュン
【主題歌】GACKT「Exterminate」
【出演】
＜春雲組＞君沢ユウキ／鮎川太陽／京本政樹（特別出演）
＜狛浪組＞砂川脩弥／七海ひろき
＜黒条組＞井上正大／工藤晴香 岡田夢以
＜PHOENIX＞蒼井翔太（映像出演）／加藤里保菜
ほか
【世界観あらすじ】
零和の時代の幕開けから数十年。
眠らない街、天海区。
その陰で「ジンギ」は４つの組織に分かれ、互いに勢力争いを繰り広げている。
時代のしがらみにとらわれず、自由を生きる「春雲組(しののめぐみ)」
。
家族のような絆を持ち、伝統を重んじる「狛浪組(はくろうぐみ)」
。
金と権力でのし上がった、飛ぶ鳥も落とす勢いの「黒条組(くろじょうぐみ)」
。
世界規模の繋がりを持つ、海外マフィアの連合組織「PHOENIX(フェニックス)」
。
それぞれの組織が権謀術数を巡らせ一進一退する中、
天海区の地下に封印されているという「夜真多大蛇(ヤマタノオロチ) の首」の情報が
もたらされる。
その血を飲めば、かつてジンギが持っていた神と等しい力を手にできるという。

裏社会の勢力図を一変させるであろう「夜真多大蛇の首」と
その封印を解く鍵となる、生まれながらにしてジンギの血を引く「少女」を巡り
これまでにない抗争の火ぶたが切って落とされる。
【公式 HP】https://road59.com/stage/
【公式 Twitter】https://twitter.com/ROAD_59
【お問合せ】
サンライズプロモーション東京：0570-00-3337（平日 12:00～15:00）
【制作協力】
エースクルー・エンタテインメント エイベックス・エンタテインメント
【主催】
ブシロード
────────────────────────────────────────
○ROAD59 とは？
ブシロードが送る、新時代の任侠エンターテイメント勃発！
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！
○プロジェクト概要
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

キャスト：
八薙バクト役 君沢ユウキ
桐宮ユウト役 鮎川太陽
氷室ショウ役 砂川脩弥
日向汐音役 七海ひろき
皇 賢誠役 井上正大
柊 蓮華役 工藤晴香
柊 彩愛役 岡田夢以
ベネディクト・ロレンツォ・ヴァザーリ役 蒼井翔太
イリーナ・スペシフツェワ役 加藤里保菜
結津万清信役 京本政樹
ほか
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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