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劇団☆新感線 最新作DVD＆Blu-ray

『蒼

あおのらん

の

乱』

DVD&Blu-ray発売のお知らせ
9/11(金)

《大☆新感線博》先行発売。9/25(金) 《イーオシバイ》先行発売。
10月14日(水) 店頭販売。

風を愛した女の伝説
私のこの手で守れるのか―― この果てしない草の海を――
それを愛した男の蒼き心を

ゲキ×シネ未公開シーンを含む<フルバージョン>が
DVD＆Blu-rayで登場!!
■歌い、踊り、愛を賭けて闘う。こんな「天海祐希」が見たかった！
見どころはなんと言っても画面から溢れる天海祐希の魅力。
愛と争いの宿命に飲み込まれていく女性・蒼真の凛々しさ、折れない強さ、かつ愛に揺れる心情を繊細に魅せる演技
力に加え、優美な舞、ハードロックからバラードまでを歌いこなす歌唱力、繰り広げられる華麗なアクションなど劇
場に詰めかけたファンから「これぞ、天海祐希！」と絶賛された《女優》天海祐希の魅力が溢れる作品です。
彼女の愛した将門小次郎役を演じた松山ケンイチの清々しい個性、荒々しくも愛さずにはいられないキャラクターも
見どころの一つ。 映画やドラマとはひと味違う魅力を堪能できます。
さらに、華麗な殺陣で魅了する早乙女太一、独特の存在感をたたえた梶原善、
舞台の花・森奈みはる、そして、蒼真・小次郎ふたりの運命を握る謎の権力者役には、不世出の名優・平幹二朗が！
そしてもちろん、粟根まこと、高田聖子、橋本じゅんをはじめとする劇団☆新感線のメンバーも大活躍です！

■壮大な歴史ロマンが＜フルバージョン＞となってDVD&Blu-rayで登場！
歴史劇、ミュージカル、コメディ、アクション、ラブロマンス。
さまざまな側面から観る者を揺さぶった本作。
パッケージ化にあたっては、＜凝縮版＞として上映されたゲキ×シネ版で未公開のシーンも復活！
＜フルバージョン＞でお楽しみ頂けます。
舞台、ゲキ×シネとはまた違った感動と興奮をお届けします！
また、２時間を超える特典映像満載の特典ディスクが付いたスペシャルエディションは、DVDとBlu-rayで発売！
Blu-ray版の、光と影の繊細な表現やリアルな色と音の再現、そして大画面にも耐えられる高解像度な映像は必見。
１幕と２幕の合計191分の本編が１枚に丸ごと収録されているのも大きな特徴です！
ノンストップでお届けする感動と興奮を、この機会にぜひ体験してください！

●本件に関する問い合わせ先
(株)ヴィレッヂ プロモーション担当：糸永(いとなが)
舞台写真やＤＶＤジャケットデータ、サンプルＤＶＤなどを
ご用意しています。お気軽にお問い合わせ下さい。

〒160-0022
東京都新宿区新宿3-8-8 新宿OTビル7F （株）ヴィレッヂ

TEL. 03-5361-3031 FAX. 03-5361-3032
問い合わせ. http://www.e-oshibai.com/contact/
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●『蒼の乱』DVD＆Blu-ray 商品詳細
・製品名

:『蒼の乱』(あおのらん)

・CASTなど

: [作] 中島かずき

[演出]いのうえひでのり

[出演] 天海祐希 ／ 松山ケンイチ／ 早乙女太一
梶原 善 森奈みはる 粟根まこと 高田聖子
・発売日

: 先行販売 ― １．新感線35周年企画「大☆新感線博」会場

橋本じゅん ／ 平 幹二朗

他

2015年9月11日(金)より販売

２．イーオシバイドットコム(http://www.e-oshibai.com/) 2015年9月25日(木)より発売
(※イーオシバイでの予約期間7月29日(水)12時正午～9月7日(月))
一般販売 ― 2015年10月14日(水) より一般店頭にて販売予定。
・著作
: ヴィレッヂ・劇団☆新感線 (©2015 ヴィレッヂ・劇団☆新感線)
・発売元
: 株式会社ヴィレッヂ
・お客様問い合わせ先 : 通販事務局 TEL:0120-120-481(平日12時～17時)E-mail: shopping-info@e-oshibai.net
・公演記録 : 14年3月-4月◎東急シアターオーブ(東京) 14年5月◎梅田芸術劇場メインホール(大阪)
※ゲキ×シネは、2015年5月9日より全国上映。

● 商品ラインナップ
１．『蒼の乱』DVD (通常版)
・価格
: 6,400円＋税
・商品構成 : 本編DVD２枚組
・映像特典 : 大阪千秋楽のせんべいまき
・DVD仕様 : 片面二層2枚組 ／ 本編191分 特典4分 ／リニアPCM(2ch)、Dolby Digital(5.1ch)／
本編シネスコサイズ 特典16:9／リージョンALL／英語字幕／リーフレット(配役表)同梱
・番号など : [製品番号] EODV047 ／ [JANコード] 4582172280597

２．『蒼の乱』DVD スペシャルエディション
・価格
: 8,000円＋税
・商品構成 : 本編DVD２枚組＋特典DVD１枚
・映像特典 :大阪千秋楽のせんべいまき(本編DVD 4分)＋特典DVD(134分 ※内容は下記参照)
・DVD仕様 : 片面二層3枚組／本編191分 特典138分(本編ディスク収録4分＋特典ディスク134分）／
リニアPCM(2ch)、Dolby Digital(5.1ch)／本編シネスコサイズ 特典16:9 ／
リージョンALL ／英語字幕／リーフレット(配役表)同梱
・番号など : [製品番号] EODX013 ／ [JANコード] 4582172280603

３．『蒼の乱』Blu-ray スペシャルエディション
・価格
: 8,800円＋税
・商品構成 : 本編BD１枚＋特典DVD１枚
・映像特典 : 大阪公演千秋楽(本編BD 4分)＋特典DVD(134分 ※内容は下記参照)
・DVD仕様 : BD片面二層1枚＋DVD片面二層1枚／本編191分 特典138分(本編ディスク収録4分＋特典
ディスク134分)／リニアPCM(2ch)、Dolby TrueHD (5.1ch)／本編1080p Hi-Def シネスコ
サイズ 特典16:9 ／ 英語字幕 ／ リーフレット(配役表)同梱
・番号など : [製品番号] EOBX002 ／ [JANコード] 4582172280610

★特典ディスク内容

2時間を越す豪華特典！

◆

メイキング・オブ・蒼の乱

◆
◆
◆

ヴィジュアル撮影クリップ
製作発表会見
カーテンコール＜フルバージョン＞

お問合せ

(株)ヴィレッヂ

PR担当：糸永

◆
◆
◆

ゲキ×シネ予告編・TVスポット
ゲキ×シネ福岡舞台挨拶
ゲキ×シネ公開記念イベント

TEL. 03-5361-3031

http://www.e-oshibai.com/contact/
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●『蒼の乱II』とは？

男は名を捨てた──

国を守るために。

女は剣を取った──

男の魂を救うために

都に跋扈する貴族らの宴(うたげ)の席で外(と)つ国からの渡来衆が占いに見たのは、国家大乱の卦──。
悪しき卦を出した咎で処罰されそうになった
渡来衆の長である蒼真（天海祐希）と、蒼真の親友で同じく渡来衆の【桔梗（高田聖子）】は、
坂東武者の【将門小次郎（松山ケンイチ）】に救われる。
だが、都に三人の逃げ場はなかった。
追い詰められた蒼真、小次郎、桔梗の前に突如現れた【帳の夜叉丸（早乙女太一）】。
追っ手を一蹴した夜叉丸は、引き合わせたい人物がいると三人を西海へと導く。
実のところ、国家を揺るがす大乱の萌芽はすでに西海にあった。
瀬戸内の大海賊として名を馳せる【伊予純友（粟根まこと）】は、西海と東国、二つの辺縁の地で共に蜂起し、
都の政(まつりごと)を揺るがそうと考えていた。
東国での蜂起を促され、躊躇う小次郎。
真っ直ぐで無垢な小次郎という男に惹かれ始めていた蒼真だったが、
彼女自身の過去から、蒼真には、ある不安がよぎっていた。
一方、都の朝廷方から海賊討伐の任を受けた【弾正淑人（梶原 善）】が、
ちょうどその頃、瀬戸内に向かっていた──。
東国の地、坂東の草原に戻った小次郎が見たのは、餓えて苦しむ民の姿。
都から送り込まれた国司の権勢を借り、
国司の妻である【邦香（森奈みはる）】と小次郎の叔父らは私腹を肥やしていた。
だが小次郎には、生涯の友であり心強い味方の【黒馬鬼（橋本じゅん）】がいる。
帰還早々に小次郎は黒馬鬼を呼び寄せ、直ちに所領を奪還。
坂東の地で互いの想いが通じ、晴れて夫婦となる蒼真と小次郎。
だがその直後、坂東の武士(もののふ)たる小次郎の戦いぶりを見定めた、蝦夷(えみし)の大王(おおきみ)、
【常世王（平幹二朗）】が姿を現して、朝廷を覆し、民のため、東国の地で新しき国造りを──。
そう小次郎にささやきかける。
常世王の言葉に動かされ、小次郎は将門新皇と謳い、反乱の狼煙を上げる。
愛する故郷のために戦う小次郎を見守る蒼真だったが、蒼真と小次郎、
結ばれたはずの二人の絆は引き裂かれる。
戦いのさなか、小次郎が姿を消してしまったのだ。
残された蒼真は、
坂東の地において小次郎の意志を継ぐもの、
将門御前としてついに立ち上がる──。

●劇団☆新感線とは？
オリジナリティあふれた活劇で、日本エンタメ界の一角を築く
観客動員数を増やし、ひと公演の動員数は約１０万人―― 市川染五郎、堤真一、天海祐希、などの豪華
客演陣を迎え、舞台という限られたLIVE空間で体感する極上エンターテインメント。2ヶ月という長い上演
期間にもかかわらず、今最もチケットが取れない劇団のひとつと言われる。
1980年、つかこうへい氏に傾倒した大阪芸術大学のメンバーで旗揚げ。“笑い”を意識したオリジナルの
SF活劇をひっさげ東京へ進出。その後、座付作家・中島かずきが書き下ろす時代活劇を主宰・いのうえひ
でのりがケレン味たっぷり演出する作品<いのうえ歌舞伎>シリーズ、生バンドでROCKを重視した<Ｒ>シ
リーズなどで、日本エンターテインメント界の一角を築く。2015年で旗揚げ35周年を迎えた。
◎劇団☆新感線 公式サイト

お問合せ

(株)ヴィレッヂ

http://www.vi-shinkansen.co.jp/
PR担当：糸永

TEL. 03-5361-3031

http://www.e-oshibai.com/contact/

