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舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」第２弾 Blu-ray 発売＆舞台「擾乱」上演を記念し、
蒼井翔太、相羽あいなのサイン色紙などが当たる W フォロー＆RT 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、
10 月 14 日(木)より『舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-摩天楼ヨザクラ抗争」』の Blu-ray 発売
と、舞台「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ～陽いづる雪月花編～」の上演を記
念し、双方の作品に出演している蒼井翔太と相羽あいなのサイン色紙や、各公演ポスターが当たるキャン
ペーンを開始いたしました。
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上げます。
蒼井翔太、相羽あいなのサイン色紙などが当たる！
舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」第２弾 Blu-ray 発売＆舞台「擾乱」上演記念
W フォロー＆RT キャンペーン開催！

9 月 22 日(水)の『舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-摩天楼ヨザクラ抗争」』Blu-ray 発売と、10
月 28 日(木)から開始となる舞台「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ～陽いづる

雪月花編～」の上演を記念し、双方の作品に出演している蒼井翔太さんと相羽あいなさんのサイン色紙
や、各公演ポスターが当たるキャンペーンを 10 月 14 日(木)より Twitter にて開始いたしました。
ぜひこの機会に奮ってご応募ください！
○舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」✕舞台「擾乱」W フォロー＆RT キャンペーン概要
ROAD59 公式 Twitter アカウント（@ROAD_59）と舞台擾乱公式 Twitter アカウント
（@joran_official）をフォローの上、双方のアカウントから投稿されたキャンペーン応募対象ツイートを
期間中に RT していただいた方の中からそれぞれ応募対象ごとに抽選で下記の賞品をプレゼントします！
＜応募方法＞
① Twitter で ROAD59 公式アカウントと舞台擾乱公式アカウントの２つをフォロー
ROAD59 公式 Twitter アカウント︓https://twitter.com/ROAD_59
舞台擾乱公式 Twitter アカウント︓https://twitter.com/joran_official
② 各アカウントから投稿される以下の応募対象ツイートを RT
※A 賞と B 賞は ROAD59 応募対象ツイートを RT していただいた方の中から１名、擾乱応募対象ツ
イートを RT していただいた方の中から１名の各賞品合計２名ずつプレゼントいたします。
舞台「ROAD59」応募対象ツイート：
https://twitter.com/ROAD_59/status/1448559533777772545?s=20
プレゼント内容︓
A 賞︓舞台「ROAD59」 ベネディクト・ロレンツォ・ヴァザーリ役／舞台「擾乱」 月城真琴役 蒼井翔太
さんサイン色紙 抽選で１名
B 賞︓舞台「ROAD59」氷室 静役／舞台「擾乱」 上野志津子役 相羽あいなさんサイン色紙 抽
選で１名
C 賞︓舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」摩天楼ヨザクラ抗争公演ポスター 抽選で３名
舞台「擾乱」応募対象ツイート：
https://twitter.com/joran_official/status/1448559201299562502?s=20
プレゼント内容︓
A 賞︓舞台「擾乱」 月城真琴役／舞台「ROAD59」 ベネディクト・ロレンツォ・ヴァザーリ役 蒼井翔太
さんサイン色紙 抽選で１名
B 賞︓舞台「擾乱」 上野志津子役／舞台「ROAD59」氷室 静役 相羽あいなさんサイン色紙 抽
選で１名
C 賞︓舞台「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ～陽いづる雪月花編～」公演ポ
スター 抽選で３名

キャンペーン応募期間︓11 月 7 日(日)23 時 59 分まで
キャンペーンに関する詳細注意事項は各プロジェクト公式サイトをご確認ください。
「ROAD59 -新時代任侠特区-」公式サイト︓https://road59.com/
「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」公式サイト︓https://joran.jp/
○舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」摩天楼ヨザクラ抗争 Blu-ray 商品情報

価格︓11,800 円＋税／品番︓BRMM-10417
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 弾が Blu-ray で登場！
○収録内容
【Disc1】／本編映像
【Disc2】／全景映像／バックステージ映像／スペシャルメイキング映像／千秋楽カーテンコール
封入特典︓ブックレット
初回生産分限定封入特典︓
・下記、「名場面ポストカードセット（全 4 種）」より、1 種をランダム封入
① 春雲組 ver.(4 枚セット)／②狛浪組 ver.(4 枚セット)／③黒条組 ver.(4 枚セット)／④
PHOENIXver.(4 枚セット)

・舞台「ROAD59 -新時代任侠特区-」摩天楼ヨザクラ抗争 Special Gallery Booklet
初回生産分限定特典︓特製三方背ケース
○出演者
【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
○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」
＜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「狛浪組」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──

○舞台「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ～陽いづる雪月花編～」公演情
報

タイトル︓舞台「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ～陽いづる雪月花編～」
公演日︓2021 年 10 月 28 日(木)～11 月 7 日(日) ※全 16 公演
会場︓明治座 (〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2 丁目 31 番 1 号)
脚本︓堤 泰之
演出︓ヨリコジュン
出演︓
三森すずこ 蒼井翔太 Raychell 伊藤彩沙 小林親弘
富田麻帆 相羽あいな 岩田陽葵(W キャスト) 小原莉子(W キャスト) 根岸愛
凰稀かなめ
チケット情報：
◆S 席＜1 階正面前方席／特典グッズ付き＞︓15,000 円
◆A 席＜1 階席・2 階席＞︓9,800 円
◆B 席＜3 階席＞︓6,500 円
※全席指定／税込
【S 席 特典内容】
・1 階正面前方席の確約
・特製トートバッグ

・キャストブロマイド 11 種セット
【一般発売】
受付期間︓2021 年 9 月 25 日(土)10:00～
受付 URL
◆イープラス︓https://eplus.jp/joran/
◆チケットぴあ︓https://w.pia.jp/t/joran-stage/
◆ローソンチケット︓https://l-tike.com/joran-stage/
※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。
※詳細は舞台「擾乱」公式サイトにてご確認ください
＜公演あらすじ＞
時は明治 64 年。
舞台は 94 歳の徳川慶喜が絶対権力を維持し続けている日本。
街は明治時代の文化の色を残しつつも、科学技術と陰陽道の発展が進み近未来的な雰囲気を醸し出
していた。
しかし、きらびやかな街の裏には、慶喜暗殺すなわち体制の崩壊を目論んでいる輩
～反体制派組織・クチナワ～が影を潜めていた。
その駆除を任されたのは、政府の闇の処刑人組織『鵺（ぬえ）』。
鵺に所属する雪村咲羽（ゆきむらさわ）は幼い頃、クチナワの首領・蛇埜目（じゃのめ）に家族を殺害
され、
家族の仇を討つことを目的に生きていた。
────────────────────────────────────────
○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！
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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