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劇団☆新感線 最新作DVD＆Blu-ray

SHINKANSEN RX

『ZIPANG PUNK

(ジパングパンク)

～五右衛門ロックIII』

DVD&Blu-ray発売のお知らせ
7/30(水)公演会場先行発売。8/7(木)イーオシバイ先行発売。
９月末一般店頭販売。

お気楽！テキトー！超GOIN！
メイド・イン・ジャパンの最狂エンターテインメント！
仕掛ける春馬。惑わす蒼井。どんでん返すは古田のゴエモン！
人気シリーズ最新作、新感線初の

Blu-ray版も登場！

■観る者を熱狂させるゴエモンワールド。新感線流ロック活劇の真骨頂！
日本のエンターテインメント界のトップを走り続ける劇団☆新感線。その中でも特に熱狂的な人気誇る『五右衛門
ロック』シリーズ第３弾が、いよいよパッケージ化。しかも、待望のBlu-ray版も同時発売が決定しました！
『五右衛門ロック』シリーズの魅力は何と言っても、観る者を熱狂させる圧倒的な《エンターテインメント性》。
轟くロック、破天荒なストーリー、迫力の殺陣に歌も踊りもてんこ盛り、笑いもタップリ詰め込んで、とにかく観
る者を飽きさせない、これぞ最高のエンターテインメントと言えるシリーズです。
第１弾『五右衛門ロック』(2008年)、第２弾『薔薇とサムライ』(2010年)に続き、本作『ZIPANG PUNK～五右衛門
ロックIII』は2012年～13年にかけて東京・大阪で上演、劇団☆新感線史上最大となる約13万人を動員、毎公演終
演後には客席がスタンディングオベーションとなり、前々作・前作を凌ぐ盛り上がりを見せました。
そして2014年にはゲキ×シネとして映画館で上映、その熱気は全国へと広がりました！

■今回も超魅力的なメンバーが集結！アイツもコイツも歌って！踊って！また歌う！
これぞ当たり役！豪快で正義に熱くめっぽう強い五右衛門を演じるのは新感線の古田新太！そんな五右衛門を追う
探偵・明智心九郎役には三浦春馬、五右衛門を誘いお宝を狙う女盗賊・猫の目お銀役には蒼井優。人気実力ともに
トップクラスの2人が歌に踊りにと、テレビ等ではなかなか見られない姿で大いに魅了します。
シリーズ前作で大人気となった、シャルル・ド・ボスコーニュ役の浦井健治と、新感線には4度目の出演、本作で
は空海の残した謎を握る尼僧・春来尼役を演じる高橋由美子らが期待通りに大活躍！
そして五右衛門の盟友・前田慶次郎役に橋本じゅん、秀吉に仕える石田三成役に粟根まこと、海を渡ってお宝を狙
う南蛮人のマローネ・アバンギャルド侯爵夫人役に高田聖子とおなじみの劇団員が作品を盛り上げ、さらには、豊
臣秀吉役に麿赤兒、南蛮人とともに宝を狙う堺の豪商・蜂ヶ屋善兵衛役に村井國夫と大ベテランの二人ががっちり
芝居を支えます。超豪華なキャスト陣が歌って踊って笑わせる、あっという間の183分です！

■３時間を超す特典ディスク付き“スペシャルエディション”は新感線初のBlu-ray版を同時発売！
通常版DVD(6400円+税)に加え、３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を
DVD(8000円＋税)だけでなくBlu-ray(8800円＋税)でも発売決定！。Blu-rayだから実現できた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、これまでのDVD作品とは一線を画する
まさに至高の逸品。１幕と２幕の合計183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

E-mail. pr@village-inc.jp
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●『ZIPANG PUNK ～五右衛門ロックIII』DVD＆Blu-ray 商品詳細
・製品名

:『ZIPANG PUNK～五右衛門ロックIII』(じぱんぐぱんく～ごえもんろっく３)

・CASTなど

: [作] 中島かずき

・発売日

: 先行販売 ― １．大人の新感線「ラストフラワーズ」東京公演会場

[演出]いのうえひでのり ［作詞］森 雪之丞
[出演] 古田新太 三浦春馬 蒼井優 ／
浦井健治 高橋由美子 ／ 橋本じゅん 高田聖子 粟根まこと ／ 村井國夫 麿赤兒
2014年7月30日(水)より販売

２．イーオシバイドットコム(http://www.e-oshibai.com/) 2014年8月07日(木)より発売
(※イーオシバイでの予約期間6月19日(木)12時正午～7月22日(火))
一般販売 ― 2014年9月末より一般店頭にて販売予定。
・著作
: ヴィレッヂ・劇団☆新感線 (©2014 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 : 12年12月-13年1月◎ 東急シアターオーブ(東京) 13年2月◎ オリックス劇場(大阪)
※ゲキ×シネは、2014年3月29日より全国46館にて上映。

● 商品ラインナップ
１．『ZIPANG PUNK ～五右衛門ロックIII』DVD (通常版)
・価格
: 6,400円＋税
・商品構成 : 本編DVD２枚組
・映像特典 : 大阪公演千秋楽
・DVD仕様 : 片面二層2枚組 ／ 本編183分 特典6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] EODV045 ／ [JANコード] 4582172280559

２．『ZIPANG PUNK ～五右衛門ロックIII』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 : 大阪公演千秋楽(本編DVD 6分)＋特典DVD(199分 ※内容は下記参照)
・DVD仕様 : 片面二層3枚組／本編183分 特典205分(本編ディスク収録6分＋特典ディスク199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] EODX012 ／ [JANコード] 4582172280566

３．『ZIPANG PUNK ～五右衛門ロックIII』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 6分)＋特典DVD(199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183分 特典205分(本編ディスク収録6分＋特典
ディスク199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] EOBX001 ／ [JANコード] 4582172280573

★特典ディスク内容

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

３時間を越す豪華特典！ここでしか観ることのできない特別な映像を凝縮！

ザ・メイキング・オブ・ジパングパンク
ゲキ×シネ未収録シーン集
続・あなたと浦井健治
製作発表会見
SKOMB LIVE～ゲキ×ソニックより
ゲキ×シネ宝島社３誌合同試写会
ゲキ×シネ公開記念イベント

お問合せ (株)ヴィレッヂ

PR担当：糸永

◆
◆
◆
◆
◆

ゲキ×シネトークショー森雪之丞×岡崎司
ゲキ×シネトークショー中島かずき×山本むつみ
ゲキ×シネトークショー冠徹弥×教祖イコマノリユキ
ゲキ×シネ予告編集
ゲキ×シネ絵巻（歴史・音楽・渡米）

TEL. 03-5361-3031

E-mail. pr@village-inc.jp
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●『ZIPANG PUNK ～五右衛門ロックIII』とは？

お気楽！テキトー！超GOIN！ メイド・イン・ジャパン！ 最狂エンターテインメント！
仕掛ける春馬。惑わす蒼井。どんでん返すは古田のゴエモン！
“太閤秀吉” 栄華の時代─。天下の大泥棒<石川五右衛門/古田新太>は女盗賊<猫の目お銀/蒼井優>と
空海ゆかりの“黄金目玉像”を盗み出す。若き探偵<明智心九郎/三浦春馬>は五右衛門たちを追いつめるが、
なんと、その像には空海が隠した黄金のありかを示す暗号が・・・！
大事な仏像を盗まれた尼僧<春来尼/高橋由美子>、天下人<豊臣秀吉/麿赤兒>とその腹心<石田三成/粟根まこと>＆
<前田慶次郎/橋本じゅん>、さらには海を越え、五右衛門の旧友<シャルル/浦井健治>、宿敵<マローネ/高田聖子>、
そして堺の豪商<蜂ヶ屋善兵衛/村井國夫>まで大集合！
果たして、お宝を手にするのは…誰だ！？

アイツもコイツも歌って！踊って！また歌う！！

■五右衛門ロックシリーズ

１.『五右衛門ロック』
出演：古田新太 松雪泰子 森山未來 ／
江口洋介 ／ 川平慈英 濱田マリ ／ 橋本じゅん 高田聖子 粟根まこと ／ 北大路欣也
情報：東京公演 2008年7月 大阪公演8月／ゲキ×シネ 2009年全国公開
DVD：通常版DVD[EODV031] 6,477円＋税 ／ スペシャルエディションDVD[EODX006] 8,096円＋税

２.『薔薇とサムライ ～GOEMON ROCK OVER DRIVE』
出演：古田新太 天海祐希 ／
浦井健治 山本太郎 神田沙也加 森奈みはる ／ 橋本じゅん 高田聖子 粟根まこと ／ 藤木 孝
情報：東京公演 2010年3月-4月 大阪公演 4月-5月／ゲキ×シネ 2011年全国公開
DVD：通常版DVD[EODV037] 6,477円＋税 ／ スペシャルエディションDVD[EODX009] 8,096円＋税

●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。2010年で旗揚げ30周年を迎えた。
◎劇団☆新感線 公式サイト

http://www.vi-shinkansen.co.jp/

お問合せ (株)ヴィレッヂ

PR担当：糸永

TEL. 03-5361-3031

E-mail. pr@village-inc.jp

