2020 年 9 月 9 日（水）
株式会社ブシロードメディア

報道関係者各位
※9 月 9 日（水）21:30 以降解禁可能な情報となります。
★PRESS

RELEASE★

伊藤美来ちゃんのトレーディングカード『みっくす みっく』新情報!!!
「伊藤美来 LINE LIVE。#27」にて解禁!!

発売記念イベント＆写真展の開催が決定!!!

『みっくす みっく』はゲーマーズ、ブシロード EC SHOP にて事前予約受付中!!!

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社⻑：橋本義賢、以下ブシロード）のグループ会
社にあたる株式会社ブシロードメディア（本社：東京都中野区、代表取締役社⻑：安田猛）は、Voice Actor
Card Collection VOL.05 伊藤美来 feat.弦巻こころ『みっくす みっく』につきまして、本日 9 月 9 日（水）
21:00 より配信の「伊藤美来 LINE LIVE。#27」内で新情報を解禁したことをご案内致します。

■伊藤美来ちゃんのトレーディングカード『みっくす みっく』発売記念イベント＆写真展の開
催が決定!!!

Voice Actor Card Collection（※以降「ボイコレ」
） VOL.05 伊藤美来 feat.弦巻こころ『みっくす みっ
く』の発売を記念したイベントと写真展の開催が決定致しました。

『みっくす みっく』発売記念イベント
・開催予定日：2021 年 1 月 23 日（土）
・出演：伊藤美来

・参加方法：期間中に全国のゲーマーズにて『みっくす みっく』を 1 ボックスご予約・ご購入頂きました
お客様にイベント参加応募券をお渡し致します。イベント参加応募券に記載されている応募要項に従って
ご応募ください。
※詳しい開催方法は後日お知らせ致します。

『みっくす みっく』発売記念写真展
・開催期間・場所：
1.AKIHABARA ゲーマーズ本店 5 階 声優・アーテイストフロア特設スペース
2020 年 10 月 12 日(月)～10 月 25 日(日)の期間中 実施予定(14 日間)

2.ゲーマーズなんば店

特設スペース

2020 年 10 月 12 日(月)～10 月 18 日(日)の期間中 実施予定(7 日間)

カード使用カットだけではなく、撮り下ろし 5 テーマの未公開カットも展示予定!!
展示パネルは写真展終了後、応募者に抽選でプレゼント予定。
プレゼントキャンペーンの詳細は、ゲーマーズホームページ等にて後日詳しくご案内致します。
写真展では、コメントボードを設置。『みっくす みっく』の感想や、伊藤美来さんに向けたメッセージを
書き込んで、熱い想いを伊藤さんにお届けしよう！

■好評発売中の「月刊ブシロード 10 月号」には、
『みっくす みっく』より伊藤美来センターグ
ラビア＆撮影現場レポート漫画を掲載!!

現在、好評発売中の「月刊ブシロード 10 月号」では、
『みっくす みっく』発売を記念して伊藤美来さんの

魅力あふれる写真とコメントをセンターグラビアで掲載!!
また、イベントやライブなどのレポート漫画でお馴染みの『石田彩のイベントレポート NUMA 探訪』
（漫
画：石田彩）では、
『みっくす みっく』の撮影現場に突入したレポート漫画を掲載!!
［みっく × こころ］
［みっく × 食べ歩き］テーマの撮影裏話が漫画でも楽しめます。

最新号の情報はこちらから→https://gekkan-bushi.com/latest/
月刊ブシロード 10 月号は、書店・専門店・通販サイト・電子書店にて大好評発売中。

■Voice Actor Card Collection 公式 Twitter では撮影オフショットを公開中!!!
Voice Actor Card Collection 公式 Twitter（@VACC_staff）では、
『みっくす みっく』の撮影風景や CM
動画、キャンペーン、最新情報をいち早くツイート中!!!
ぜひボイコレ Twitter をフォローしてください！

■Voice Actor Card Collection VOL.05 伊藤美来 feat.弦巻こころ『みっくす みっく』は
ゲーマーズ、ブシロード EC SHOP にて事前予約受付中!!!

商品名：

Voice Actor Card Collection VOL.05 伊藤美来 feat.弦巻こころ『みっくす みっく』
発売日：2020 年 10 月 12 日（月） ※伊藤美来ちゃんのお誕生日!!
販売場所：
ゲーマーズ（店舗・オンラインショップ）

https://www.gamers.co.jp/corner/cc/itomiku_vacc05/cd/534/
ブシロード EC SHOP

https://bushiroad-ecshop.com/groups/VACC05?lcat=199

価格：1 パック 6 枚入り 500 円（税抜）※1 パックに２枚、光る R《レア》以上のカードを封入
1 ボックス 10 パック入り 5000 円（税抜）
カード種類数：102 枚（うちパラレル 6 枚）
商品説明：
声優グランプリ編集部（主婦の友インフォス）と完全協力!!
大人気！ 声優トレーディングカード第 5 弾に伊藤美来ちゃんが登場♡
6 テーマのうち 5 テーマが新規撮り下ろし！
「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」より［ハロー、ハッピーワールド！］の弦巻こころちゃん衣装
をまとったカードをまるまる 1 テーマ収録★
６テーマから成る全 102 種のカードは、すべてコレクションしたくなること必至!!
今まで見たことがないみっくの表情と魅力をミックスしたトレーディングカードです。

■同時発売
『みっくす みっく』メイキング DVD 付き 9 ポケットバインダー
『みっくす みっく』を綺麗にコレクションできる 9 ポケットバインダーに、
カード写真の撮影風景を収録した豪華なメイキング DVD をつけてセットで発売!
【商品仕様】

内容:メイキング DVD+9 ポケットバインダー(リフィル 13 枚/カード 117 枚収録可)
バインダーサイズ:260mm×320mm×40mm

■店舗別特典／事前予約特典も要チェック!!
ボックス購入特典
ブシロード EC SHOP：PR カード［みっく × こころ］
ゲーマーズ：PR カード［みっく × お休み］
事前予約特典（共通）
おみやげカード
ボックス＋バインダー同時購入特典
ブシロード EC SHOP：缶バッジ 3 種セット
ゲーマーズ：オリジナルクリアファイル

■特設ページ＆公式 Twitter
特設ページ https://gekkan-bushi.com/mixmikku/

公式 Twitterhttps://twitter.com/VACC_staff
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