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T－Palette Records 所属アイドル大挙出演ホラー映画「讐 ～ADA～」

主題歌 2 曲を映画出演キャストが「T-Palette mini All Stars」として

8/21 にシングルリリース決定！ 
 

タワーレコードのアイドル専門レーベル T-Palette Records 所属のアーティストが出演するホラー映画「讐 ～ADA

～」の主題歌が、8 月 21 日（水）に作品限定ユニット「T-Palette mini All Stars」のシングルとして発売されることが決定

いたしました。 

 

この映画「讐 ～ADA～」は、7 月 13 日（土）より公開されるホラー映画界の鬼才・白石晃士監督による“復讐”がテ

ーマのホラーサスペンス二部作。T-Palette Records からはアップアップガールズ（仮）の仙石みなみ、佐藤綾乃が W

主演をつとめ、作品内にはアップアップガールズ（仮）のメンバー、バニラビーンズ、lyrical school の芽依、さらには新

たに T-Palette への参加が決定したキャラメル☆リボンも出演しています。 

そしてこの度、本作に出演した T-Palette Records 所属のメンバーが集結し、作品限定ユニット「T-Palette mini All 

Stars」を結成。この映画のために書き下ろされた主題歌「Bad Blood」（第一部）、「Hereafter」（第二部）の 2 曲を収録し

た T-Palette mini All Stars ニューシングル「Bad Blood / Hereafter（映画「讐 ～ADA～」主題歌）」を 8 月 21 日（水）に

発売することも決定。今回のシングルは、初のレーベルメイト共同でのリリースとなります。 

 

 さらに同日、本作品の Blu-ray&DVD「讐 ～ADA～ 第一部 戦慄篇」「讐 ～ADA～ 第二部 絶望篇」（発売元：バッ

プ）の 2 タイトルのリリースも決定。ファン垂涎の特典ディスク、豪華ブックレットに加え、出演アイドルの生写真（ランダ
ム封入/全 17 種）が封入される、見逃せない内容となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

●T-Palette Records WEBSITE http://tower.jp/label/t-paletterecords 

●讐 ～ADA～公式 HP   http://www.ada-movie.net 

 

ごご取取材材、、おお問問いい合合わわせせ先先：：  TT--PPaalleettttee  RReeccoorrddss制制作作デデススクク  吉吉野野、、雪雪田田  TT::0033--44333322--00775522  

タタワワーーレレココーードド広広報報室室  谷谷河河,,高高橋橋,,松松本本,,伊伊早早坂坂  TT::0033--44333322--00770055  eemmaaiill::  pprreessss@@ttoowweerr..ccoo..jjpp  

http://tower.jp/label/t-paletterecords
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■ シングル概要 

アーティスト： T-Palette mini All Stars 

※参加アーティスト：アップアップガールズ(仮)、バニラビーンズ、ｌyrical school（mei）、キャラメル☆リボン 

タイトル： Bad Blood / Hereafter（映画「讐 ～ADA～」主題歌） 

発売日： 2013 年 8 月 21 日（水） 

品番： TPRC－0052 

価格： 1,000 円（税込） 

収録曲： 

1. Bad Blood （作詞：岩城由美 作曲：大隅知宇） 

2. Hereafter （作詞：岩城由美 作曲：大隅知宇） 

3. Bad Blood（Instrumental） 

4. Hereafter（Instrumental） 

レーベル： T-Palette Records 

 

 
■ BD&DVD 商品概要 

○作品名：「讐 ～ADA～ 第一部 戦慄篇」「讐 ～ADA～ 第二部 絶望篇」 

○発売日：2013 年 8 月 21 日(水) ※DVD 同時レンタル開始 ○発売元：バップ 

 

≪セル≫ 

【「讐 ～ADA～ 第一部 戦慄篇」DVD】 

2 枚組(本編 DVD＋特典 DVD)／VPBT-13789／￥5,040(税込)／本編 70 分＋特典映像／カラー／片面１層／16:9 ビスタサイズ／

日本語 ドルビーデジタル 2.0ch／日本語字幕（本編のみ） 

■特典ディスク収録内容 ○イベント映像 ○キャストインタビュー ○予告編 

■封入特典 ○20P ブックレット-SENRITSU- ○生写真 1 種（ランダム封入/全 17 種） 

 

【「讐 ～ADA～ 第二部 絶望篇」DVD】 

2 枚組(本編 DVD＋特典 DVD)／VPBT-13790／￥5,040(税込)／本編 78 分＋特典映像／カラー／片面１層／16:9 ビスタサイズ／

日本語 ドルビーデジタル 2.0ch／日本語字幕（本編のみ） 

■特典ディスク収録内容 ○メイキング映像 ○予告編 

■封入特典 ○20P ブックレット-ZETSUBOU- ○生写真 1 種（ランダム封入/全 17 種） 

 

【「讐 ～ADA～ 第一部 戦慄篇」BD】 

2 枚組(本編 BD＋特典 DVD)／VPXT-71272／￥6,090(税込)／本編 70 分＋特典映像／カラー／片面１層／16:9 1080p High 

Definition ／日本語／リニア PCM2.0ch／日本語字幕（本編のみ） 

■特典ディスク収録内容 ○イベント映像 ○キャストインタビュー ○予告編 

■封入特典 ○20P ブックレット-SENRITSU- ○生写真 1 種（ランダム封入/全 17 種） 

 

【「讐 ～ADA～ 第二部 絶望篇」BD】 

2 枚組(本編 BD＋特典 DVD)／VPXT-71273／￥6,090(税込)／本編 78 分＋特典映像／カラー／片面１層／16:9 1080p High 

Definition／日本語／リニア PCM2.0ch／日本語字幕（本編のみ） 

■特典ディスク収録内容 ○メイキング映像 ○予告編 

■封入特典 ○20P ブックレット-ZETSUBOU- ○生写真 1 種（ランダム封入/全 17 種） 

 

※戦慄篇・絶望篇の封入特典のブックレットは、BD、DVD ともに同内容となります。 

 

≪レンタル≫※DVD 商品のみ/セル商品と同時リリース 

【「讐 ～ADA～ 第一部 戦慄篇」DVD】 VPBT-21598 

【「讐 ～ADA～ 第二部 絶望篇」DVD】 VPBT-21599 

 

※上記内容及び仕様等は変更となる場合がございます。予めご了承ください。 
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＜イントロダクション＞ 

 

 2005 年に日本中を欺き、恐怖に陥れたホラー映画『ノロイ』から 8 年。ホラー界の鬼才・白石晃士が、タワーレコードが展開するレ

ーベル“T-Palette Records”のアイドルを起用して、最新作となるホラーサスペンス映画を製作。本作は戦慄篇・絶望篇からなる二

部作で、とある進学塾を舞台に、復讐をテーマにしたオリジナル作品。戦慄篇はフェイクドキュメンタリータッチ、絶望篇はドラマタッ

チと制作手法を分けて描いた。 

 戦慄篇では、成績優秀でクラスメイトから塾の模範生徒だと言われるヒロイン・渡辺夕子（佐藤綾乃）に、あまりに突然な暴力が

ふりかかる。クラスメイトの美保が惨殺を繰り返したのだ。夕子は母親まで手にかけられ、精神的に追いつめられていく。夕子は、

無慈悲な殺人者への復讐を誓う。 

絶望篇では、逆に、夕子に暴力をふるい、次々にクラスメイトを惨殺した市川美保（仙石みなみ）の視点となる。初めて親友と呼べ

る友達の遥（相楽樹）が死に、その死の裏に見えるものを知る。美保の復讐とはなにか…。その先にあるものは…。 

 

 凄惨な描写の多い本作に初主演したのは、アイドル戦国時代の中で確実に頭角を現しつつある「アップアップガールズ（仮）」の

仙石みなみと佐藤綾乃。本作では鈍器で殴りつけたり、ナイフでめったざしにするなど、およそアイドルの域を超えた演技を体当た

りで演じきった。また塾生役で、同グループの他メンバーも総出演している。 

 夕子の親友の塾生役には、福岡を拠点に活動し、ファンとの交流イベントに定評のあるアイドル・LinQ（リンク）から舞川あや、伊

藤麻希が抜擢。彼女らは元 T-Palette Records 所属アイドルでスペシャルゲストとしての参加で、今年 4 月にワーナーミュージック・

ジャパンからメジャーデビューも果たした。時流に乗った彼女らの初演技は必見。 

 そして 70 年代を感じさせるオシャレトロな衣装で活躍する「バニラビーンズ」、T-Palette Records 新規参入で大注目の現役中高

生アイドル、なにわの 3 人娘「キャラメル☆リボン」、清純派ヒップホップユニットの「lyrical school」から芽依（めい）が塾生役として出

演する。 

 彼女らはタワーレコードのアイドルレコードレーベルである「T-Palette Records」に所属するアイドル※で、まさに T-Palette アイド

ル作品であることも本作のポイントとなっている。 

 

血なまぐさい、復讐の果てにあるものは…。 

  

白石監督が放つ最新作、「讐 ～ADA～」。ご期待下さい。 

 

※LinQ は 2013 年 3 月までで、4 月からはワーナーミュージック・ジャパンに所属しています。 

 

＜ストーリー＞ 

【第一部 戦慄篇】 

独特の教育方法に定評がある進学塾・閃光塾に通う渡辺夕子（佐藤綾乃）、太田亜紀（舞川あや）、坂梨智子（伊藤麻希）。成績優

秀で周りの塾生から模範塾生と呼ばれる夕子は、閃光塾の宣伝用VPでも塾のアイドルとして撮影に参加していた。授業風景の撮

影中、市川美保（仙石みなみ）とサクラ（村上東奈）が突然乱入し、講師や生徒に容赦なく襲いかかる。教室内に夕子、亜紀、智子

を残し、美保は互いに殺し合いを命じる。そして居合わせた VP のディレクター高橋久未（泉妻万里）は凄惨な殺し合いの場面の撮

影を命じられる。結果的に生き残ってしまった夕子は、狂気に満ちた美保に対する復讐を誓う…。 

 

【第二部 絶望篇】 

 うつむき気味で閃光塾に入塾してくる市川美保（仙石みなみ）。特殊な授業風景に委縮してしまった美保に手を差し伸べたのは

田村遥（相楽樹）だった。遥は閃光塾に対して反抗的だったことで浮いてしまい、模範塾生の夕子から標的にされる。そんなある日、

事件は起きた。筆舌に尽くしがたい事実に絶望した美保は、復讐代行のサクラ（村上東奈）の手を借りて復讐を誓う。次々と惨殺行

為を重ねる。復讐の鬼と化した美保の最後の標的は、渡辺夕子（佐藤綾乃）。その復讐の先にあるものとは・・・。 

 

＜キャスト＞ 

※全員、掲載可能の場合は下記でお願い致します。 

 

仙石みなみ・佐藤綾乃＜アップアップガールズ（仮）＞ 

相楽樹 村上東奈 泉妻万里 舞川あや・伊藤麻希（LinQ） 

古川小夏・森咲樹・新井愛瞳・佐保明梨・関根梓＜アップアップガールズ（仮）＞ 

レナ・リサ（バニラビーンズ） 上野天音・吉仲葵・深田聖奈（キャラメル☆リボン） 芽依（lyrical school） 

犬飼若博 遠藤祐美 大迫茂生 森谷ふみ 

 

※人数により、掲載可能の場合は下記でお願い致します。 

①1 人の場合 仙石みなみ、他 

②2 人の場合 仙石みなみ、佐藤綾乃、他 

③3 人の場合 仙石みなみ、佐藤綾乃、相楽樹、他 

④4 人の場合 仙石みなみ、佐藤綾乃、相楽樹、村上東奈、他 

⑤5 人の場合 仙石みなみ、佐藤綾乃、相楽樹、村上東奈、森谷ふみ、他 

⑥6 人の場合 仙石みなみ、佐藤綾乃、相楽樹、村上東奈、泉妻万里、森谷ふみ、他 

⑦８人の場合 仙石みなみ、佐藤綾乃、相楽樹、村上東奈、泉妻万里、舞川あや、伊藤麻希、森谷ふみ、他 
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＜スタッフ＞ 

監督・脚本：白石晃士 

 

主題歌：「Bad Blood」（第一部）/「Hereafter」（第二部） T-Palette mini All Stars 

 

製作：岡本東郎 上林俊哉 川端基夫 エグゼクティブ・プロデューサー：田村学 

プロデューサー：月成大地 楢本皓 ライン・プロデューサー：植野亮 

撮影：伊集守忠 録音：根本飛鳥 美術：大原清孝 編集：宮崎歩 衣裳：大河内純 ヘアメイク：村木明美 

アクションスタント：雲雀大輔 ガンエフェクト：遊佐和寿 助監督：小原直樹 制作担当：小川勝美  

企画・製作幹事：バップ 協力：T-Palette Records 

製作委員会：バップ ビュウ Thanks Lab 制作プロダクション：ビュウ 配給：Thanks Lab 

 

＜映画概要＞ 

タイトル：「讐 ～ADA～ 第一部 戦慄篇」、「讐 ～ADA～ 第二部 絶望篇」 

公開日： 7 月 13 日（土）ユナイテッド・シネマ豊洲にてイベント上映、順次全国公開。 ※二部作同日公開。 

公式 HP：http://www.ada-movie.net  公式 Twitter：＠ada_movie 

マルシー表記：© 「讐 ～ADA～」製作委員会 


