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2020 年 12 ⽉ 18 ⽇ 
いちご株式会社 

いちごアニメーション株式会社 

 
12/18（⾦）より『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 

【第⼀話 URL】       https://youtu.be/q2im3P4AiHc 
 
『ぶらどらぶ』IA PRESENTS GG 映画祭 Powered by 押井 守＆⻄村 純⼆ 
 

 
 
『うる星やつら 2 ビューティフル・ドリーマー』から最新作『ぶらどらぶ』まで、映画史
に残る“押井作品”を劇場で⼀挙上映。GG 映画祭で“燃え続ける GG の魂”を体感せよ︕ 

 

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

本⽇より『ぶらどらぶ』公式チャンネルにて「第 1 話 -特別編-」公開︕ 

『ぶらどらぶ』IA PRESENTS GG 映画祭 Powered by 押井 守＆⻄村 純⼆ 開催決定︕︕︕ 

『うる星やつら 2 ビューティフル・ドリーマー』、『機動警察パトレイバー the Movie』 

『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』、『⼈狼 JIN-ROH』『ぶらどらぶ』 

名作揃いの“押井作品”を⼀挙に劇場上映︕  

https://www.youtube.com/VLADLOVEOFFICIAL
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この度「『ぶらどらぶ』IA（いちごアニメーション）PRESENTS「GG 映画祭」
Powered by 押井守&⻄村純⼆」の開催が決定いたしました。 
総監督・押井守、監督・⻄村純⼆による完全新作アニメーション『ぶらどらぶ』を筆
頭に、これまで数々の映画史・アニメ史に名を残してきた押井作品が全国各地の劇場
で上映いたします。上映作品は『うる星やつら 2 ビューティフル・ドリーマー』、『機動警
察パトレイバー the Movie』、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』、『⼈狼 JIN-ROH』、

『ぶらどらぶ』と、どれも「押井守」の存在感
を決定付けた作品が並び、ファンにとってはた
まらないラインナップとなっています。 
また本映画祭でしか⾒ることのできない押
井守インタビュー映像や、作品別 GG 映画祭
限定オリジナルプログラム、押井守監督、⻄村
純⼆監督の複写サイン⼊り「ぶらどらぶ」絵コ
ンテ（ランダム）、オリジナル A4 クリアフォル
ダなど、特典も豪華な内容となっています。 

 
「GG 映画祭」開催概要 

 
⽇時︓2021 年 1 ⽉ 9 ⽇（⼟）〜1 ⽉ 10 ⽇（⽇） 
会場︓ユナイテッド・シネマ豊洲（ららぽーと豊洲内） 
⽇時︓2021 年 1 ⽉ 16 ⽇（⼟）〜1 ⽉ 17 ⽇（⽇） 
会場︓109 シネマズ川崎（ラゾーナ川崎プラザ内） 
   109 シネマズ名古屋（マーケットスクエアささしま内） 
   109 シネマズ⼤阪エキスポシティ（EXPOCITY 内） 
⽇時︓2021 年 2 ⽉ 6 ⽇（⼟）〜2 ⽉ 7 ⽇（⽇） 
会場︓ユナイテッド・シネマ豊洲（ららぽーと豊洲内） 
   ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13（キャナルシティ博多内） 

※チケットの販売時期に関しましては、後⽇お知らせいたします。 

※ 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。 
※ ご来場の際はマスクの着⽤をはじめとする映画館の新型コロナウイルス感染症予防対策

へのご協⼒をお願いいたします。ご来場前に劇場ホームページの注意事項を必ずご確認
のうえ、ご参加ください。 

※ 場内でのカメラ(携帯カメラ含む)・ビデオによる撮影、録⾳等は固くお断り致します。 
 
■ GG 映画祭特典（チケット代に含まれます） 
１．押井守監督への独占インタビュー初公開動画 
  - 押井守監督、⻄村純⼆監督の対談インタビュー初公開（うる星やつら 2、ぶらどらぶ） 
２．作品別 GG 映画祭限定オリジナルプログラム 
３．押井守監督、⻄村純⼆監督いずれかの複写サイン⼊り「ぶらどらぶ」の絵コンテ 

※GG 映画祭全作品こちらの特典が付きます。（ランダム） 
４．オリジナル A4 クリアフォルダ 

その他特典 豊洲、川崎、⼤阪の会場にて映画祭をご鑑賞頂いた⽅には、映画祭の半券を
ダイバーシティ東京 プラザ 2 階 いちごアニメーションオフィシャルショップ
「CulZone」へご持参いただくと、先着順に特典をプレゼント︕ 
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【GG 映画祭 上映作品概要】 
 
『うる星やつら 2 ビューティフル・ドリーマー』 

 Ⓒ⾼橋留美⼦ / ⼩学館 

ひょんなことから、夢邪⻤の作った夢の世界へ放り込まれた友引町の⼈々の姿を描く。
『うる星やつら』の劇場映画第 2 作⽬となる本作。前作『うる星やつら オンリー・ユ
ー』 から続く押井作品の原点であり出世作であり、業界を問わず広くファンを持つ。
押井守の存在感を決定づけたアニメ史に残る名作。 

 
『機動警察パトレイバー the Movie』 

Ⓒ1989 HEADGEAR / BANDAI VISUAL / TOHOKUSHINSHA  

1988 年のオリジナルビデオアニメから始まった「機動警察パトレイバー」シリーズの
劇場版アニメ第 1 作。レイバーと呼ばれる⼈型作業ロボットが活躍する世界を舞台に、
数々の犯罪に⽴ち向かう警視庁特⾞⼆課の姿を描く。コンピュータ犯罪の推理サスペン
スとしても、ロボット・アクションものとしても楽しめる、アニメ監督・押井守の名を
世に知らしめた傑作 SF アクション。 

 
『GHOST IN THE SHELL /攻殻機動隊』 

 Ⓒ1995 ⼠郎正宗 / 講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT 

国内外のアニメ・特撮映像に強いインパクトを残した、SF 映画史上のエポックメイキン
グ作。近未来の超⾼度情報化社会を舞台に、公安警察の特殊部隊・攻殻機動隊が国際的
なハッカー・⼈形使いと対決していく様を描く。サイバー世界のビジュアルと「⼈の本
質」を追求している本作の根幹のコントラストは多くの⼈々を魅了し続けている。 

 
『⼈狼 JIN-ROH』 

 Ⓒ1999 押井守 / BANDAI VISUAL・Production I.G  

原作・脚本︓押井守、監督︓沖浦啓之、数々の映画祭の受賞歴をもつ“2000 年代アニ
メ”の代表的な本作。⽇本がアメリカではなくドイツに占領されたという、もう⼀つの戦
後を舞台にした物語。ストーリーの完成度はもちろん、観る者を引き込む重厚な世界観
と神がかった作画が衝撃的であり、鑑賞後は「アニメ」を⾒る⽬まで変わるかもしれな
い。 

 
『ぶらどらぶ』 第 2 話〜第 4 話 

 Ⓒ2020 押井守 / いちごアニメーション 

⼥⼦⾼⽣×美少⼥吸⾎⻤の⻘春献⾎スラップスティックコメディ︕シリーズアニメーシ
ョンだからこそできることを追求した「ガール・ミーツ・ガール」な意欲作。本編で繰
り広げられる『うる星やつら』以来となる「ドタバタコメディ」、挑戦的な演出法など、
ファン必⾒の押井守新作シリーズアニメーション。※第１話は公式 YouTube チャンネ
ル「ぶらどらぶチャンネル」にて 12 ⽉ 18 ⽇より無料配信中。 

 
 

「ぶらどらぶ完成披露プレミア試写会」 
⽇時︓2020 年 12 ⽉ 28 ⽇（⽉） 開場 12:30 / 開演 13:00〜16:30 
会場︓ユナイテッド・シネマ豊洲 

（三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲 内） 
※ ⼀般の⽅を若⼲名とはなりますが、追加でご招待をいたします。 

抽選申し込みアドレス（申込期限本⽇より 19 ⽇ 23︓59 まで） 
https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=31282 
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『ぶらどらぶ』 
【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。 
⻘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︓⻄村 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 ⻯之介 
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  

 
■ エンディング主題歌 （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。 
 
 

「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・⻄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。  
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   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） 

■「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

【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 

https://www.akibacultureszone.com



