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地球を透か離れたマイス星系、捜索者グレ

ンの妹イリアは、男勝りで無鉄砲な嬢査で、

グレンの助手として活躍していた。ある日グ

レンのもとに奇妙な嬢査依頼が舞い込む…"'0

u難破した宇宙貨物船カルマ号の調査と、そ

の乗組員の救出"11 相棒のボブ、グレンと共

に出動したイリアたちを、謎の刺客ロボット

軍国が襲って来た II 愛機クレイパーを駆り、

次々とロボットどもを撃破するグレン。辛う

じて追っ手の追撃を振り切ってクレイパーを

転送し、宇宙に出たイリアたちを迎えたのは、

無残に破嬢されたカルマ号と伝説の凶悪生物

mゼイラム"だった II

IISTAFF
原作:雨宮慶太

監督・脚本・絵コンテ:アミノテツロー

ビジュアル設定:雨宮慶太

キャラクター原案:桂正和

キャラクターデザイン:音無竜之介

音楽:音川洋一郎

IICAST
イリア:久川綾(ああっ女神さまっ)

グレン:小杉十郎太(ジョジョの奇妙な冒険)

ボブ:池田勝(科学忍者隊ガッチャマン I)

フジクロ:千葉繁(機動嘗察パトレイパー)ほか
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q•.円・卜 AZEI円AM THEANIMATIONJ 主題歌シン

グル 7 月 6 日発売(予定)￥1. 000 (税込) VIOL-l05271
オリジナル・サウンドトラック C08 月24 日発売(予定) GP'
ED テーマ、イメージソング、ミニドラマ、 88M 収録予定

￥3.000 (税込 )VICL 四530 発売元:ピクターエンタテイン

メント胸 問い合わせ TEL (03)3406-7334

-初回生産分特典:雨宮慶太描き下ろしピンナップ・ライナーノーツ!

(商品在庫が無くなり次第終了致します)

・緊急速報! 雨宮慶太監督作昂「ゼイラム 2 (仮 )J 製作決定 II

「イ・リ・ア J各巻末 lこ、映像特典として「ゼイラム 2J 最新製作

レポートを収録 II (ビデオのみ)

=信の出演は……男勝りで無鉄砲、宇宙を駆ける女パウンテ

Fロィハンターを目指す主人公・イリアに r美少女戦士セー
ラームーン』の水野亜美役、 rああっ女神さまつ」のスクルド

役などで、女性ファン男性ファンともに人気赤丸急上昇中の

久川綾。

宇宙の凶悪犯を一網打尽 l 敏腕パウンティハンターとし

て悪党どもにも一目置かれるイリアの兄グレンに r剣勇伝説

YAI8AJ の小次郎役、『ジヨジ、ヨの奇妙な冒険』空条承太
郎役などなど、美形キャラボイスならおまかせの小杉十郎太。

沈着冷静なグレンの良きパートナ一、ボブは r科学忍者隊

ガッチャマン n J のゲルサドラの声が印象的、最近では r宇

宙の騎士テッカマンプレード』バーナード・オトウール役で

活躍のベテラン池田勝。

また、グレンたちの周囲に出没し、グレンやイリアの仕

を横取りするちゃっかり屋、ちょっと憎めぬ気のいいライバ

ル<I?)フジク口は、 rうる星やつら』メガネ役でその強烈な

キャラクターを確立して以来「機動嘗察パトレイパー」シパ

シゲオ役等で、熱血コミカル漢を演じては超ピカイチの、人

気CV千葉繁。

主役、わき役ともに、超個性的な声優の面々が rイ・リ・

ア』の世界を、より魅力的に熱演 II

昂に昇華 II 観る者を感動と興奮の心境地へと誘う。

脚本は、第 1 話をア￡ノ監督自ら手掛け、第 2 話、第 3 話、

最終話を、「五星戦隊ダイレンジ‘ヤー』をはじめとする東映戦

隊シリーズや、今年話題の高田裕三原作のTVアニメ rブル

ーシード」等、ソフトな (I?) ハードボイルドストーリーで

注目の荒川稔久が担当。

また第 4 話、第 5 話の脚本を rゼイラム』の松本車が担当

する。氏は、現在製作準備中の実写版 rゼイラム』の続編、

rゼイラム 2J の脚本も担当、トータルな世界感がさらにデ

ィテールアップされる。

ビジュアル、アクシヨン、ドラマ、 3 拍子揃った注目のO

VA大作、全 6 巻日 舎年最大の話題作として堂々のリ

リース II 乞うご期待 II

全 6 巻/毎月発売/カラー/各自分予定/ステレオ VC: セル8

レンタルIHIFiサウンド18ES-1028-10331 税込￥ 6.180

し0: デジタルサウンド ICA V18EAL-688-6931 税込

￥5.150 発売・販売元:パンダイビジュアル株式会社

舞台、役者が揃ったところで;れらを統括表現する監督

は r疾風 l アイアンリーガー』のアミノテツ口一 l ス

ピーディーなアクション、小気昧よいテンポの演出で定評の

あるアミノ節が、雨宮世界 8桂キャラをさらに見応えある作

臣官作者、雨宮慶太……優れた映画監督、イラストレータ一、

周ミキャラクターデザイナーでも活躍、新進気鋭のビジ、ユア

ルクリエイターとして各界の注目を集める氏が、自らピジ、ユ

アル設定を担当する II

独特のオリエンタルムード溢れる雨宮世界を舞台に活躍す

る、主人公イリア! そのキャラクター原案を r週刊少年ジ

ャンプ』で大好評連載中 rONA 勺の桂正和が担当! 日本

の漫画界にあって「美少女を描かせたら右に出る者がいない J

と噂される氏。実写版 rゼイラム』の森山祐子とは、またひ

と昧遣った魅力の主人公イリアをはじめ、イリアの兄グレン、

ボブ、ニューキャラクター・フジク口、ケイなど、観るもの

をひきつけて離さない魅力的なキャラが目白押しだ。キャラ

クターデザイン・総作画監督は rめぞん一刻』の音無竜之介。

桂原案のキヤラを、見事な表現力で 8ACK UP している II

日本特撮界の新旗手、雨宮慶太の代表作 rゼイラム」の外

伝が、オリジナル・ビデオ・アニメで登場 H 主人公イ

リアが一人前のパウンティハンターになるまでの、成長物語。

、、凶悪生物ゼイラム VS イリア M迫力のバトルアクションを縦

糸に、兄グレンへの想い、イリアの成長とそれを支える周辺

キャラの人情話を横糸におりなす、メガパワフル=ノンスト

ップアクション=アニメの登場だ H

『ン〆・リ・ア』の世界は、実写版 rゼイラム』と全く同じ世

l 界観の n別の物語"……言わば、パラレルワールド的な

設定で、実写版では殆ど登場しなかったイリアの故郷マイス

星のディテールが克明に描かれる他、イリアの生い立ちもこ

の全 6 巻で明らかになる。勝気な少女が、魅力溢れる還しい

パウンティハンターに成長してゆく様に注目 II また実写版

ではコンビュータの相棒だったボブも、生身の人間で登場。

いかにしてボブがコンビュータになったか…そのエピソード

もイリアの成長物語に一華添える。
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