
国を守るため、運命に翻弄される2人の兄弟と若者たちの命の物

切なくも力強いストーリーが今、幕を開ける。
Dステ 17th 『夕陽伝』は「日本の神話」を下敷きとするもので丸

「日本の神話Jと はほかでもない、この「日本Jと いう名の国と「日本人」と

呼ばれる人たちの成り立ちで丸 そこにはとても真実とは思えぬ荒唐無稽な話

が並び立ちま魂 どうせ作り話と切って捨てるのは簡単で丸 ですがこの国の

至るところには、伊勢神宮などの神話の痕跡が今も息づいているのも事実で魂

現代で神話を語るにあたり、まるでほら話のような神話群と今の日本を覆う感

覚とを、自分なりに結びつけることを動機とすることにしました。「未来」という

ものをかつてほど思い描くことのできなくなってしまったこの国で、今一度 「未
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STORY
脚本:未満健一 演出 :岡本寸俊 ‐  来Jと いうものを見据える勇気と覚悟を描きたいと思いま魂

………………………脚本 /末満健一

大和朝廷の時代。国政を司る風大王の子・海里 (瀬戸康史)と 都月 (宮崎秋人)、 幼5111染 の陽向 (小芝風花 )。

自由を愛する兄、優しい性格ながら兄に嫉妬心を抱 く弟、男勝 りで活発な女の子、互いを思いや りぶつか りながらも成長 してい く。

時は過ぎ、彼 らは国の平和に向けて、次期国王への就任、政略結婚 と、その渦中へと巻き込まれてい くことに。

運命に翻弄される 3人の恋心。複雑に交錯 した想いは、やがて悲劇を生み出してしまう。

生きるため、愛する人のため、兄弟は対時の時を迎える二一。
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宣伝美術 :中野淳仁 宣伝写真 :川 田洋司 (ln osa)宣伝衣裳 :手塚陽介 宣伝ヘアメイク :馬啓孝 (ア トリエレオパード)

宣伝 :大澤剛、櫻井麻綾 ファンクラブスタッフ :行元綾沙美 制作デスク :西川陽子 制作 :加 藤美秋 市1作進行 :佐 々木康志
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:チ ケットに関するお問い合わせ ]

サンライズプロモーション東京 TEL:0570003337(全 日10100～ 18:00)

ロチケットぴあ   ●0570029910[発 売日特電…8/8(Jl)1● 0023159]● 05700299991Pコ ード:443473」

●httP,/piajp/t/(パ ソコン・携帯)●セブンイレブン、サークル K・ サンクス、チケットぴあ店舗

ロローソンチケット ●0570084636[発 売日特電 8/8(土 )ll1 00 1800]● 0570084003[8/8(土 )18ЮO～ Lコ ード:31620J

●0570000407[8/8(土 )18:00～ オペレーター対応J● httpγ‖lkc com/(パ ソコン・携帯)●ローソス ミニストップ店内Loppi

巨cl(イープラス) ●http//cplusJP(パソコン・携帯)

●ファミリーマート店内Famiポート ●0570069910[発 売日特電…8/8(土)10:0024r10]

ロサンシャイン劇場 ●窓口販売 [10:30～ 18:00J※ 発売日8/8← |)の み 10:00～ 18:00

隊 阪 公演 ]2015,11.21L]-11.221日 ]森 :ノ 宮 ピ ロ シ ホ ー /1/翼 往
ソ
卍 詞 み‐ ダ
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21 22         ロチケットぴあ    ●0570029505「 発売‖特電 8/8(土 )10:0018:00]● 0570029999[Pコ ード:443452]

土 日                   ●http:″ piajp/t/(パ ソコン・携帯)●セブンイレブン、サークルK・ サンクス、チケットぴあl「 舗
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:ml誌鼎∬J電よ鳥覧累J翌場瑚1]1∬i:脚l∬ (胃ダ!し異身二J」ヒぽてL朴ップ店内bⅢ
※開場は用演の30分前      □CNプレイガイド  ●0570089903[発 売 日特電 …8/8(1う 100018Ю 01 00570089999[8/8(土 )18:00～ ]● http:″ cncnjp/k‐ 0/

□c‐ (イープラス)  ●http′ /eplusjp(パ ソコン・携帯)● ファミリーマート店内 Famiポ ート

ロ森ノ宮ピロディホール ●窓口販売 [11:00～ 17ЮO]※ 電話予約不可

※0570で始まる電話番号は ■|の 携帯電話 PHSか らはご利用になれません.音声自動応答での受付番号はダイヤル回線からのご利用はできません。プッシュ巨線またはトーン信号の出る電話機からおかけください。※車椅子でご来場のお客様

は、当日のスムーズなご案内のため、公演前日までにご連絡をお願い致しまつ、Xlに録用のカメラを設置する公演では車椅子スペースをご利用いただけません。収録公演は決定次第公式ホームページ等でお知らせいたしま丸 ご了承くださいませ。

未満健―が今回書き下ろした脚木「夕陽伝Jを 関西版

D BOYSの濠Jtt Patchが F幽 悲伝』として連鎖上演す

ることが決定 1司村俊一が演出を手lt卜 けるこの作品を
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Dステとは
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07年、俳優集団 D BOYSに よる演劇ユニ ット公演 として立ち上げられた Dス テ。

日本の演劇文化がより豊かになることを願い、「誰 もが楽 しめる最高のエンターテイメン トをJと
いう信条のもと、幕末時代劇から戦時下を描いた青春ll語、アガサ・ク リスティーやシェイクスピア、

コメディや ミュージカルなど様 々なジャンルの演劇 を上演 し続けている。

httpノ/www dstagejp/yuhide五 /ョ多@watanabe_engeki ¨


