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2015 月 4 月 22 日

蒼井翔太 フルアルバム「UNLIMITED」
本日発売！

声優アーティストとして活躍中の蒼井翔太が、
満を持して発表するフルアルバム「UNLIMITED」本日発売！
1st シングル「Virginal」、2nd シングル「TRUE HEARTS」、3rd シングル「秘密のクチヅケ」に加え
舞台『マルガリータ～戦国の天使たち～』テーマソング「天使の祈り」、
CD 化が期待されていた「空は透明な誓い」、さらに新曲 7 曲を収録し、
バラエティに富んだ全 12 曲となっています。

■トラックリスト
01. UNLIMITED
作詞：RUCCA / 作編曲：藤田淳平（Elements Garden）
テレビ朝日系全国放送「BREAK OUT」2015 年 4 月度 オープニング・トラック
02. Virginal
作詞・作曲：上松範康（Elements Garden） / 編曲：藤田淳平（Elements Garden）
テレビ朝日系全国放送「BREAK OUT」2014 年 1 月度 エンディング・トラック
03. 秘密のクチヅケ
作詞・作曲：上松範康（Eleme nts Garden） / 編曲：岩橋星実（Elements Garden）
テレビ朝日系全国放送「BREAK OUT」2014 年 12 月度 オープニング・トラック
04. 空は透明な誓い
作詞：畑亜貴 / 作曲：藤間 仁（Elements Garden） / 編曲：喜多智弘（Elements Garden）
05. SETSUNA DROP
作詞：RUCCA / 作編曲：藤永龍太郎（Elements Garden）
06. spilt memories
作詞：桑島由一 / 作編曲：母里治樹（Elements Garden）
07. HEAVEN!
作詞：RUCCA / 作編曲：岩橋星実（Elements Garden）
08. タッチ ツー テイク トリコ
作詞：RUCCA / 作編曲：喜多智弘（Elements Garden）
09. TRUE HEARTS
作詞：RUCCA / 作曲：上松範康（Elements Garden）/ 編曲：菊田大介（Elements Garden）
テレビ朝日系全国放送「BREAK OUT」2014 年 8 月度 マンスリータイアップ
10. NO WEAK⇔YES WEEK
作詞：RUCCA / 作編曲：藤間 仁（Elements Garden）
11. 天使の祈り
作詞：香月亜哉音 / 作編曲：Evan Call（Elements Garden）
舞台「マルガリータ～戦国の天使たち～」テーマソング
12. Melodia
作詞・作曲：蒼井翔太 / 編曲：藤間 仁（Elements Garden）

■初回限定盤封入特典
初回限定盤 A、初回限定盤 B に「蒼井翔太バースデーパーティ 2015」応募券を封入いたします。

「蒼井翔太バースデーパーティ 2015」
開催日：2015 年 8 月 11 日（火）
場所：都内ホテル（新宿）
・ティーパーティ
受付開始 13:00 スタート

14:00 チケット

6,500 円

18:30 チケット

11,500 円

・ディナーパーティ
受付開始 17:30 スタート
※未就学児入場不可
※会場等詳細はチケット当選者にメールでご案内いたします。

【チケット購入方法】
◆CD 封入先行抽選受付
・先行抽選受付期間：2015 年 4 月 22 日（水）10：00 ～5 月 17 日（日）23：59
1 コードにつき、いずれか 1 公演のみ 1 枚まで申込可能。
◆S ファンクラブ先行抽選受付
・先行抽選受付期間：2015 年 5 月 27 日（水）10：00 ～5 月 31 日（日）23：59
1 会員につき、いずれか 1 公演のみ 1 枚まで申込可能。
Ｓオフィシャルファンクラブ

http://bewe.sc/sofc

※お申し込みにはプレミアサポーター登録（有料）が必要となります。
詳しくはサイト内の説明をご覧ください。
◇一般発売日
2015 年 6 月 13 日（土）10:00～
1 公演につき 1 申込 1 枚まで

■店舗別購入特典
「蒼井翔太 フルアルバム UNLIMITED(初回限定盤 A)」
「蒼井翔太 フルアルバム UNLIMITED(初回限定盤 B)」
「蒼井翔太 フルアルバム UNLIMITED(通常盤)」のいずれかをご購入いただいたお客様に、
もれなく店舗別購入特典をプレゼントいたします。
※対象店舗、特典内容など、詳細はブロッコリー蒼井翔太アーティストサイト
http://www.broccoli.co.jp/aoi/でご確認ください。

■商品情報
商品名： 蒼井翔太 フルアルバム「UNLIMITED」
アーティスト： 蒼井翔太
発売日： 2015/4/22
発売： b-green（ブロッコリー）
販売： キングレコード（株）

【初回限定盤 A】CD+DVD
QECB-91067 / ¥3,800＋税

■DVD TRACK
01. UNLIMITED

MV

02. UNLIMITED

MV メイキング

【初回限定盤 B】CD+DVD
QECB-91068 / ¥3,800＋税

■DVD TRACK
01.「秘密のクチヅケ」インストアイベントドキュメンタリー
02.「タッチ ツー テイク トリコ」振付ビデオ

【通常盤】CD ONLY
QECB-1067 / ¥3,000＋税

■蒼井翔太プロフィール
誕生日：8 月 11 日
血液型：B 型
出身地：福井県
身長：172 ㎝
特技：硬式テニス・ダンス（振付）
趣味：イラストを描く・美容

2014 年 7 月より放送の TV アニメ『少年ハリウッド -HOLLY STAGE FOR 49-』の「富井大樹」役として出演。
『うたの☆プリンスさまっ♪』シリーズで、
「美風 藍」役で出演。挿入歌も担当。
他、多くのアニメ、ゲーム、ドラマ CD、舞台等に出演中。

楽曲の試聴や、最新情報は、
ブロッコリー蒼井翔太アーティストサイト http://www.broccoli.co.jp/aoi/ で配信中！

＜お問い合わせ先＞
株式会社ブロッコリー
宣伝販促部

プロモーション課
佐藤すみれ

TEL: 03-5946-2831/ FAX: 03-2946-2819
E-mail ssatou@broccoli.co.jp

