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「Fate/Grand Order THE STAGE -冠位時間神殿ソロモン-」東京公演＜プレビュー＞開幕。 

千秋楽公演のライブ・ビューイング、ライブ配信＆Blu-ray&DVD の発売も決定！ 

 
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。TYPE-MOON 初のスマートフォン向け FateRPG として 2015 年
に誕生し、今や全世界で 5,400 万ダウンロードを突破した大ヒットゲーム「Fate/Grand Order」。これを原作とし、
シリーズ第 3 作目にしてついにシリーズ集大成となります「Fate/Grand Order THE STAGE -冠位時間神殿ソロモン
-」は、お陰様で本日、東京公演＜プレビュー＞を迎えることができました。つきましては、これに先駆けて行われ
ました場当たり写真をお送りさせていただきます。また、千秋楽男女マスターver.両公演のライブ・ビューイング、
ライブ配信が決定！Blu-ray&DVD の発売も決定いたしました。つきましては、本情報をぜひご紹介いただけますと
幸いです。 

 

圧巻のパフォーマンスと、心揺さぶる物語が紡ぎ出す感動の舞台 

「Fate/Grand Order THE STAGE -冠位時間神殿ソロモン-」、開幕。 

シリーズ 3 作目にしてついに集大成を迎える本作は、キャストの熱演、多彩な演出や生演奏が生み出す

迫力のステージで、ロマニ・アーキマン、マシュ・キリエライト、藤丸立香の 3 人の出会いから始まる

人理修復への旅路、そして最終決戦となる「終局特異点 冠位時間神殿ソロモン」で明かされる驚きの

真実と、彼らが紡いできた物語の結末を描きます。 
 

本日は、TACHIKAWA STAGE GARDEN にて行われた東京公演＜プレビュー＞の場当たり写真をお送

りいたしますので、ぜひ本作をご紹介いただければと思います。 

 

 

◇公式サイト   https://stage.fate-go.jp/ 

◇公式ツイッター @fgothestage 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先： 

㈱アニプレックス 企画制作第 1グループ 舞台企画部 濵村和恵 

TEL：03-5211-5031 Mobile：070-7796-8317 E-mail：nae.hamamura@aniplex.jp 
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男女マスターver.千秋楽両公演ライブ・ビューイング決定 

 

2020 年 10 月 30 日(金)12 時上演（髙石あかり出演）、17 時 30 分上演（新里宏太出演）の男女マ

スターそれぞれの千秋楽公演を、全国各地の映画館に生中継！ 

圧巻のパフォーマンスと、心揺さぶる物語が紡ぎ出す感動の舞台を、映画館のスクリーンでぜひご

覧ください。 

 

【ライブ・ビューイング実施概要】 
《タイトル》 Fate/Grand Order THE STAGE -冠位時間神殿ソロモン- ライブ・ビューイング 

《 日 時 》 2020 年 10 月 30 日（金）12:00 開演 ※女性マスターVer. 

2020 年 10 月 30 日（金）17:30 開演 ※男性マスターVer.  

《 会 場 》 全国各地の映画館 

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/fate-go2020/ 

※開場時間は映画館によって異なります。 

※大阪府では条例により、16 歳未満の方は終映時間が 19:00 を過ぎる上映には、保護者同伴でない

とご入場いただけません。 

《 料 金 》 ￥3,800（税込／全席指定）  

※3 歳以上有料／3 歳未満で座席をご使用の場合は有料 

《チケットスケジュール／お申込み》 

【映画館販売（先着順）】 

◆各映画館のインターネットチケット販売サービス 

2020 年 10 月 24 日（土）24:00 以降～（10 月 25 日（日）0:00 以降～） 

◆各映画館窓口/自動券売機 

2020 年 10 月 25 日（日）映画館オープン時間～ 

※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第販売終了となります。 

※映画館でのチケット販売詳細につきましては、各映画館のＨＰ等でご確認ください。 

https://liveviewing.jp/fate-go2020/


2020 年 10 月 18 日（日）20 時 00 分解禁  

男女マスターver.千秋楽両公演 ライブ配信決定 

※インターネットチケット販売サービスのない映画館では、インターネットでのチケット販売はございません。 

※インターネットにて販売予定枚数を終了した場合は、映画館窓口/自動券売機での販売はございません。（一部

映画館を除く） 

 

【注意事項】 

※チケットご購入後お客様のご都合による変更、及び払い戻しは、いかなる場合におきましても行っておりません。予めご了承の上お申

込みください。 

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為(ネットオークション・チケット売買サイト・金券ショップ等)は、いかなる場合も

固くお断りしております。 

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。管理・保管には十分にご注意ください。 

※映画館内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音/録画/撮影を禁止しております。このような行為が行われた場合は、記

録された内容を削除の上ご退場いただきます。 

※公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。 

※配信中継イベントの為、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。予めご了承ください。 

※ライブ・ビューイング会場に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。 

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館へのご来場にあたって＞＜映画館ご来場のお客様へのご協力とお願い＞＜映画館鑑賞マ

ナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入、ご参加をお願いいたします。 

 

■Fate/Grand Order THE STAGE -冠位時間神殿ソロモン- ライブ・ビューイング情報サイト 

https://liveviewing.jp/fate-go2020/ 

 

 

 

 

 

 

ライブビューイングと同じく、2020 年 10 月 30 日(金)12 時上演（髙石あかり出演）、17 時 30 分

上演（新里宏太出演）の男女マスターそれぞれの千秋楽公演を、Streaming＋、DMM.com、ニコニ

コ生放送でのライブ配信も決定！ 

遠方の方も、ぜひご自宅から本作をお楽しみください。 

 

＜Streaming＋＞ 

特設ページ URL：https://eplus.jp/stagefate-go/  

 

【対象公演】2020 年 10 月 30 日（金）12:00 公演〈女性マスターver.〉 

2020 年 10 月 30 日（金）17:30 公演〈男性マスターver.〉 

【販売価格】ライブ配信（見逃し配信付き）：〈女性マスターver.〉 3,800 円（税込） 

ライブ配信（見逃し配信付き）：〈男性マスターver.〉 3,800 円（税込） 

ディレイ配信：〈女性マスターver.〉 3,800 円（税込） 

ディレイ配信：〈男性マスターver.〉 3,800 円（税込） 

※ライブ配信、ディレイ配信はそれぞれ配信期間・販売期間が異なります。 

※販売期間・視聴期限など詳しくは、各配信サイトをご確認ください。 

https://liveviewing.jp/fate-go2020/
https://eplus.jp/stagefate-go/


2020 年 10 月 18 日（日）20 時 00 分解禁  

 

 

 

＜DMM.com＞ 

特設ページ URL：https://www.dmm.com/digital/stage/fgo_solomon/ 

 

【対象公演】2020 年 10 月 30 日（金）12:00 公演〈女性マスターver.〉 

2020 年 10 月 30 日（金）17:30 公演〈男性マスターver.〉 

【販売価格】ライブ配信＋見逃しパック〈FULL〉セット：6,400 円（税込） 

ライブ配信＋見逃しパック〈女性マスターver.〉セット：3,800 円（税込） 

ライブ配信＋見逃しパック〈男性マスターver.〉セット：3,800 円（税込） 

 

※見逃しパックとは、再ライブ配信とディレイ配信を視聴できるパックです。 

※セットにより視聴できる公演・販売期間が異なります。 

※再ライブ配信とは、ライブ配信と同映像を後日ライブ配信形式で視聴できるサービスです。 

※ディレイ配信とは、ライブ配信と同映像を後日期間限定で何度でも視聴出来るサービスです。 

※販売期間・視聴期限など詳しくは、各配信サイトをご確認ください。 

 

＜ニコニコ生放送＞ 

特設ページ URL：https://blog.nicovideo.jp/niconews/141844.html 

 

【対象公演】2020 年 10 月 30 日（金）12:00 公演〈女性マスターver.〉 

2020 年 10 月 30 日（金）17:30 公演〈男性マスターver.〉 

【販売価格】ニコニコ生放送〈女性マスターver.〉：3,800 円（税込） 

ニコニコ生放送〈男性マスターver.〉：3,800 円（税込） 

〈女性マスターver.〉＋〈男性マスターver.〉セット：6,400 円（税込） 

※タイムシフトあり（2020 年 11 月 1 日（日）23:59 まで） 

※販売期間・視聴期限など詳しくは、各配信サイトをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dmm.com/digital/stage/fgo_solomon/
https://blog.nicovideo.jp/niconews/141844.html
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Blu-ray&DVD 発売決定 

本編 DISC に加え、特典映像 DISC も付属。特典映像 DISC には、メイキングやバックステージ映像を収 録。

完全生産限定版は、三方背ケース・デジジャケットの豪華仕様に特製ブックレットがついております。さらに、

特典 DVD がもう 1 枚ついた、アニメイト・ANIPLEX+限定セットも発売します。 

 

◇発売日 2021 年 4 月 28 日（水） 

◇仕 様 ［完全生産限定盤］ 

■Blu-ray：¥10,300+税（男性マスター版本編 BD+女性マスター版本編 BD+

特典映像 DVD） 

■D V D : ¥ 9,300 +税 （男性マスター版本編 DVD+女性マスター版本編

DVD+特典映像 DVD） 
 

     ［アニメイト・ANIPLEX+限定セット］ 

     ■Blu-ray：¥10,800+税（完全生産限定版［BD］+特典 DVD） 

     ■D V D：¥ 9,800 +税（完全生産限定版［DVD］+特典 DVD） 

 

特 典 内 容：［完全生産限定版］ 

       ■三方背ケース ■デジジャケット使用 ■特製ブックレット 
 

店舗共通特典：［ANIPLEX+・アニメイト限定セット］ 

              ■特典 DVD 
 

店 舗 別 特 典：■ANIPLEX+：ブロマイドセット 

藤丸立香（男性マスター）、藤丸立香（女性マスター）、マシュ・キリエライト、ロ

マニ・アーキマン、レオナルド・ダ・ヴィンチ） 
 

■アニメイト：ブロマイドセット 

ギルガメッシュ、エルキドゥ、レフ・ライノール、ソロモン 
 

■Amazon(【Amazon.co.jp 限定】商品のみ対象)：ブロマイドセット 

マーリン、クー・フーリン、ランスロット、オジマンディアス 
 

※特典内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。 

※特典はなくなり次第終了となります 

 

ANIPLEX+ 早期予約特典： 

■舞台写真ブロマイドセット 

■「Blu-ray/DVD 発売記念オンラインイベント参加券」 

※2020 年 12 月 31 日（木）23:59 までに ANIPLEX+ にて予約された方対象 

※イベントの詳細は後日お知らせします。 

 

発売：アニプレックス 販売：ソニー・ミュージックソリューションズ 
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＜公演概要＞ 

【タイトル】「Fate/Grand Order THE STAGE -冠位時間神殿ソロモン-」 

【日程・会場】東京公演＜プレビュー＞ 

 2020 年 10 月 18 日（日） 

TACHIKAWA STAGE GARDEN 東京都立川市緑町 3-3 N1 

 

東京公演 

2020 年 10 月 24 日（土）～10 月 30 日（金） 

東京国際フォーラム ホール C 東京都千代田区丸の内 3-5-1 

 

 

【S T A F F】 

＜原 作＞Fate/Grand Order 

 

＜脚本・演出・作詞＞福山桜子 

＜音楽＞大塚 茜 

 

＜美術＞松生紘子 ＜照明＞大波多秀起（デイライト） ＜音響効果＞天野高志（RESON） 

＜映像＞KENNY、横山 翼（オーベロン） ＜アクション＞根本太樹（ATT） 

＜振付＞楢木和也（梅棒）／松 GORI／泰智（KoRocK） 

＜衣裳＞牧野 iwao 純子（ダダグラム）＜ヘアメイク＞城本麻紀、川井友美、海野由香、小倉優美、小宮花洋 

＜歌唱指導＞工藤あかね ＜編曲・音源制作＞ながしまみのり ＜音楽助手＞松木詩奈 

＜音源ミックス＞三浦実穂 ＜特殊造形＞アトリエカオス、マッシュトラント、林屋陽二（アトリエオレンヂ） 

＜小道具製作＞羽鳥健一、バックステージ ＜大道具＞延島泰彦（東宝舞台）、大川奈那（東宝舞台） 

 

＜演出助手＞荻原秋裕、加藤由紀子 

＜舞台監督＞瀬﨑将孝 

 

＜音楽協力＞芳賀敬太（「Fate/Grand Order Original Soundtrack Ⅰ 」より） 

 

＜宣伝写真＞金山フヒト 

＜宣伝美術＞羽尾万里子（Mujina:art） 

 

＜制作＞ナッポスユナイテッド 

 

＜主催＞「Fate/Grand Order THE STAGE‐冠位時間神殿ソロモン-」プロジェクト 

（アニプレックス／イープラス／ノーツ／ディライトワークス） 
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【CAS T】 

ロマニ・アーキマン：井出卓也 

 

藤丸立香：新里宏太／髙石あかり（W キャスト） 

マシュ・キリエライト：ナナヲアカリ 

レオナルド・ダ・ヴィンチ：舞羽美海 

 

マーリン：瑛（あきら） 

クー・フーリン：加藤 将 

 

ランスロット：小野健斗 

オジマンディアス：本田礼生 

 

ギルガメッシュ：丘山晴己 

エルキドゥ：山﨑晶吾 

 

レフ・ライノール：村田 充 

 

ソロモン：神永圭佑 

 

奏者：TACHIKAWA STAGE GARDEN 

Key. 大塚 茜／ Vn. 藤田弥生／Vn. 山本大将／Va. 高橋和葉／Vc. 宮尾悠 

国際フォーラム ホール C 

Key. 大塚 茜／ Vn. 藤田弥生／Vn. 大嶋世菜／Va. 高橋和葉／Vc. 古川淑恵 

 

アンサンブル：加藤貴彦 PASSION 西田健二 増山航平 KiKi 竹井未来望 中野夏奈 

 野崎みちる kizuku 佐久本歩夢(BLUE TOKYO) 沙月 

海谷ひとみ 工藤博樹 田嶋悠理 

 

＜ABOUT＞ 

 

圧巻のパフォーマンスと、 

心揺さぶる物語が紡ぎ出す感動の舞台 

TYPE-MOON 初のスマートフォン向け FateRPG として 2015 年に誕生し、今や全世界で 5,000 万ダウンロード

を突破した大ヒットゲーム「Fate/Grand Order」。 

「Fate」シリーズ初の舞台化となる「Fate/Grand Order THE STAGE」は、2017 年に「第六特異点 神聖円卓領

域キャメロット」、2019 年に「第七特異点 絶対魔獣戦線バビロニア」のエピソードを上演し、物語をリアルに生

きるキャストの熱演と多彩な演出や生演奏が生み出す迫力のステージが話題を呼び、両公演ともに大好評のうち

に幕を閉じました。 

そして 2020 年 10 月、ついに集大成となる「Fate/Grand Order THE STAGE -冠位時間神殿ソロモン-」の上演

が決定。 
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ロマニ・アーキマン、マシュ・キリエライト、藤丸立香―2015 年、3 人の出会いから始まる人理修復の旅の軌跡、

最終決戦となる「終局特異点 冠位時間神殿ソロモン」で明かされる驚きの真実と彼らが紡いできた物語の結末

を描きます。 

 

＜STORY＞ 

西暦 2015 年、 

魔術が成立していた最後の時代。 

人類の決定的な絶滅を防ぐために設立された人理継続保障機関・カルデアは、とある異変を観測していた。 

近未来観測レンズ・シバにより、2017 年で人類が絶滅することが証明されてしまった。 

カルデアは人類絶滅の原因と考えられる時空の特異点を特定。術者を霊子化させて過去へと送り込み人理修復を

図る禁断の儀式、レイシフトを行うことを決断する。 

だが、レイシフト決行のその瞬間、カルデアの中央監視室は何者かによって爆破され、その目論見は阻まれてし

まう。 

そんな中、難を逃れたカルデア医療部門トップのロマニ・アーキマン、同じく無傷だった一般人の藤丸立香、事

故に巻き込まれながらも英霊と融合し一命をとりとめたカルデアスタッフのマシュ・キリエライト―ここから 3

人の物語は動き始める。 

ロマニの指揮のもと様々なサーヴァントの協力を得て、「特異点 F・炎上汚染都市冬木」から始まり七つの特異点

の修復を果たしていく藤丸立香とマシュたち。 

そして七つの特異点の修復により「終局特異点・冠位時間神殿ソロモン」への道が開かれ、魔術王との最終決戦

に挑む。 

限られた生をもって死と断絶に立ち向かうもの。 

終わりを知りながら、別れと出会いを繰り返すもの。 

・・・輝かしい、星の瞬きのような刹那の旅路。 

これを、愛と希望の物語と云う。 

 

 

＜表記につきまして＞ 

※ロゴ・ビジュアルをご使用の際は、以下のコピーライトをご記載いただきますよう 

何卒よろしくお願いいたします。 

コピーライト正式表記 

©TYPE-MOON / FGO STAGE PROJECT 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先： 

㈱アニプレックス 企画制作第 1グループ 舞台企画部 濵村和恵 

TEL：03-5211-5031 Mobile：070-7796-8317 E-mail：nae.hamamura@aniplex.jp 

 

 

 


