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2020 年 12 月 9 日 
いちご株式会社 

いちごアニメーション株式会社 

 
 
“大バカをやっている” 

 『ぶらどらぶ』第四話までを最速で上映！ 

令和初の“押井アニメ” となる、女子高生×美
少女吸血鬼の青春献血スラップスティックコメ
ディ『ぶらどらぶ』。2019 年の制作発表より１
年、ついに本編の先行上映会の開催を決定いた
しました。こちらは既に告知済みのプレミア試
写会終了後、同日に開催いたします。先行上映
会では、第 1 話と、さらに第 2 話～第 4 話ま
でを上映いたします。本作では、押井総監督考
案の新しいアニメーション演出方法にも、是非
ご注目ください。  

また、当日は制作スタッフ登壇のトークショー
も開催。登壇者は総監督・原作・シリーズ構成
の押井守、監督の西村純二、キャラクターデザ
インの新垣一成、アニメーション制作の Drive
よりアニメーションプロデューサーの宮腰徹を
予定しております。制作の裏側や、当日公開に
なる本編についての裏話の披露を予定しており
ます。  

Ⓒ2020 押井守／いちごアニメーション 
 

『ぶらどらぶ』オープニング主題歌（マイ Ver.）ノンクレ版オープニング動画を YouTubeに 

て公開中！   ※アーティスト：LOVEBITES 楽曲名：「Winds Of Transylvania」  

 

オープニング動画は、ぶらどらぶ制作陣のクオリティを示せる作画となっており、 

制作スタッフの気迫、作品への熱き想い、感情が込められております。 

主題歌マイ Ver. OP動画 https://youtu.be/fiV8IHy9jN4 

 

12/18（金）『ぶらどらぶ』公式 YouTubeチャンネルにて「第 1話 -特別編-」を公開！ 

【公式 YouTubeチャンネル】 

「ぶらどらぶチャンネル」www.youtube.com/VLADLOVEOFFICIAL 

【予告編動画 URL】   https://youtu.be/xgl4WJbne4o 

Make More Sustainable
サステナブルインフラの「いちご」

押井守総監督、西村純二監督による完全新作アニメーション『ぶらどらぶ』 

12月 28日（月）スタッフ登壇のトークショー付き先行上映会の実施が決定！ 

「いちごアニメーション」オフィシャルショップ “CulZone” が 12月 18日（金） より 

ACZ4Fおよびダイバーシティ東京 プラザ２Fにグランドオープン！ 

 

 

https://youtu.be/fiV8IHy9jN4
http://www.youtube.com/VLADLOVEOFFICIAL
https://youtu.be/xgl4WJbne4o
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「いちごアニメーション」オフィシャルショップ “CulZone” がオープン！ 

12 月 18 日（金）、「AKIBA カルチャーズ ZONE」４F および「ダイバーシティ東京 プラザ」
２Fにグランドオープン！ 

いちごアニメーションの公式ショップとして
「CulZone」がオープンします。「CulZone」で
は展示スペースも設けており、アニメ・音楽を
中心とした催事を開催します。第１弾として
『ぶらどらぶ』オフィシャルショップのオープ
ンを発表いたします。「CulZone」は AKIBA カ
ルチャーズ ZONE４F とダイバーシティ東京 プラザ２F にてオープン。ダイバーシティ東京店
舗は 2020 年 12 月 18 日～2021 年 4 月 4 日の期間限定となります。販売商品は店舗によって
異なるラインナップになる予定ですが、「CulZone」オンラインストアでも商品は購入可能。『ぶ
らどらぶ』ファンにとっては必見です。 

そして今回は一部商品ラインナップを公開。押井守総監督・西村純二監督をはじめ、ぶ
らどらぶ制作首脳陣が着用している「押井組 GG ジャンパー」の発売が決定！！  

いちごアニメーションのアパレルラインは、「普段も着られる」を軸に、少しとがった
ファッショナブルなアイテムを中心に展開、今後もキャラクターをモチーフにしたア
パレルライン等を展開予定です。  

 

 

   取扱予定商品ラインナップ一部ご紹介 

   
商品名：押井組 GGジャンパー 
商品説明：牛の本革を使用した本
格的な本物志向のスタジャン。細
部にまでこだわった質感を是非ご
確認ください。学生時代に高くて
買えなかったスタジャンを是非こ
の機会に！！ 
※ぶらどらぶポスターコンテスト
最優秀作品押井賞の賞品と同様の
仕様となります。 
定価：88,000円（税込） 

 
商品名：秋葉原を元気にするジャ
ンパー（略称：アキジャン） 
商品説明：背面にはサラマンダー
の刺繍が施され、VLADLOVE と
IA の立体刺繍が印象的。リバー
シブルの MA-1 面は、右肩のコウ
モリ刺繍がアクセントとなったシ
ックな仕上がり。普段使いしやす
い MA-1 デザインも楽しめる各キ
ャラクター別カラーデザインのリ
バーシブルジャンパー。 
定価：18,000円（税込） 
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■「CulZone」詳細

「いちごアニメーション」オフィシャルショップ “CulZone” 

期間限定催事内容：ぶらどらぶ、パトレイバー他、アニメグッズ等の販売 
リアル店舗：AKIBA カルチャーズ ZONE4F、ダイバーシティ東京 プラザ２F
オープン日時：2020 年 12 月 18 日（金）11:00～CulZone 
オンラインストア：https://cul-zone.stores.jp 
IA＆ACZ オフィシャル Twitter ：twitter.com/ACZ_official

■ 12月 28日（月）スタッフ登壇のトークショー付き先行上映会 詳細内容

開催内容：アニメ「ぶらどらぶ」第 1～4話上映、トークショー 
登壇者：押井守、西村純二、新垣一成、宮腰徹、ほか 
場所：ユナイテッド・シネマ豊洲／１番スクリーン 
日時：12 月 28 日（月）16:30 開場／17:00 開演～19:30 
チケット販売価格：1,500 円（税込）
チケット発売開始：12 月 9 日（水）
※こちらのイベントは、「ぶらどらぶ完成披露プレミア試写会」と異なります。

第１次抽選申し込み URL ↓ 
www.ticketpay.jp/booking/?event_id=31045 
※第２次抽選の実施の可否については、追って発表をいたします。

【申し込み期間】 
※抽選方式です。先着順ではございません。
2020 年 12 月 9 日（水）18:00～2020 年 12 月 16 日（水）23:59 まで

【当選発表】 
2020 年 12 月 18 日（金）予定 
※当落メールはチケットペイにご登録のメールアドレスに送らせていただきます。

【入金期限】 
2020 年 12 月 21 日（月）予定 

＜申し込みに関する注意事項＞ 
・このイベントのチケットは抽選です。
・申し込み制限回数：お一人様 1 回のみ
・申し込み制限枚数：お一人様 2 枚まで

※新型コロナウイルスの感染状況等の最新情報に伴いご家族・ご友人同士でも間隔を空けて
お座り頂く場合もございます。

※2 枚お申し込みの場合は同伴者様のお名前を必ずご記入下さい。

※いかなる場合でも発券後の払い戻しはいたしかねますのでご了承ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点等から公演を中止する場合があります。あらかじ

め、ご了承ください。
※公演会場入場時に検温を行います。
※マスクは常時着用、食事行為は禁止でお願いいたします。

＜チケットペイに関する注意事項＞ 
・お申し込み前に、チケットペイへの登録（無料）が必要となります。
・お申し込み後はファミリーマートにてお手続き（発券手数料 300 円税別を別途お支払い）を

お願いいたします。
・チケット代金の他、各種手数料がかかります。
・お支払いは、Web からお申し込の際にクレジットカード決済、またはチケット受取時に

ファミリーマート店頭でお支払い、どちらかをお選びいただけます。
・予約有効期間内に、支払用番号をお近くのファミリーマートにお持ちください。

販売に関するお問い合わせ先：いちごアニメーション窓口 info@vladlove.com 

https://cul-zone.stores.jp/
http://twitter.com/ACZ_official
https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=31045
mailto:info@vladlove.com
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【ストーリー】 
重度の献血マニアの女子高生・絆播  貢（ばんば  みつぐ）。  
足繁く献血車に通っては、看護師に邪険に扱われる日々……。  
そんなある日、献血車で外人（？）の美少女と遭遇する。  
青白く今にも倒れそうな彼女は、血を抜かれそうになった瞬間、豹変し献血
車を破壊！  
貢は、意識を失った少女を、なんとなくの勢いで保護し、家に連れ帰ること
に……。  
 
 

【スタッフ】 
製作：いちごアニメーション 
総監督・原作・シリーズ構成：押井 守 
監督：西村 純二 
脚本：押井 守・山邑  圭 
ビジュアルデザイン：水野  歌 
キャラクターデザイン：新垣  一成 
色彩設計：梅崎 ひろこ 
美術設定：加藤 靖忠 
美術監督：小幡 和寛 
美術：smartile 
音響監督：若林 和弘 
音響効果：山田 香織 
録音調整：今泉 武 
音響制作：Production I.G 
音楽制作：AUBE 
音楽：川井 憲次 
アニメーション制作：Drive 
アニメーション制作協力：Production I.G 
制作：コミックアニメーション 
 

【Cast】 
絆播 貢役：佐倉 綾音 
マイ・ヴラド・トランシルヴァニア役：日高 里菜 
血祭 血比呂役：朴 璐美 
渡部 マキ役：早見 沙織 
墨田 仁子役：日笠 陽子 
雲天 那美役：小林 ゆう 
紺野 カオル役：高槻 かなこ 
勝野 真澄役：三宅 健太 
岡田役：石川 界人 
神原役：綿貫 竜之介 
堀田役：木内 太郎 
マイのパパ役：岩崎 ひろし 
貢のとーちゃん役：中田 譲治 
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【オープニングテーマ・エンディングテーマ】 
■ オープニング主題歌（貢 Ver） 
アーティスト名：BlooDye 
楽曲名「Where you are」 

作詞：Daisuke “DAIS” Miyachi、LITTLE  
作曲：Daisuke “DAIS” Miyachi  
編曲：Yuichi Ohno  
RAP：LITTLE (KICK THE CAN CREW) 

 
■ オープニング主題歌（マイ Ver）  
アーティスト名：LOVEBITES  
楽曲名「Winds Of Transylvania」 

作詞：asami 
作曲：asami & Mao 
編曲：LOVEBITES & Mao 

 
■ エンディング主題歌（血比呂 Ver）国内配信版 
アーティスト名：alan & Ayasa  
楽曲名「赤い雨」※国内向け予定 

作詞：川村 サイコ  
作曲・編曲：ZENTA  

 
■ エンディングテーマ （Ayasaインスト）海外配信版 
アーティスト名：Ayasa  
楽曲名「新月」※海外向け予定 

作曲・編曲：井上 泰久 
 

【著作権表記】 
Ⓒ2020 押井守／いちごアニメーション 
※ 画像素材ご利用の際は上述著作権表記をお願いいたします。 
 
 
 
【ご参考】 
以下、公式ホームページおよび公式ツイッターにて、随時、最新情報を公開してまいります。 
「ぶらどらぶ」公式ホームページ     www.ichigo-animation.com 
「ぶらどらぶ」公式ツイッター      twitter.com/VLADLOVE_ANIME 
「AKIBA カルチャーズ ZONE（ACZ）」ホームページ   www.akibacultureszone.com 
「AKIBA カルチャーズ ZONE（ACZ）」公式ツイッター twitter.com/ACZ_official 
「オフィシャルショップ CulZone」EC サイト      https://cul-zone.stores.jp/ 
 

※ 本リリースに関するお問合せ先  いちご広報担当 03-3502-4818 

 
以 上 

 

http://www.ichigo-animation.com/
https://twitter.com/VLADLOVE_ANIME
http://www.akibacultureszone.com/
https://twitter.com/ACZ_official
https://cul-zone.stores.jp/



