2022 年 9 月 14 日(水)
株式会社ブシロード
報道関係者各位
★PRESS RELEASE★

『ブシロード TCG 戦略発表会 2022 実りの秋』開催報告
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、2022 年 9 月 14
日(水)に『ブシロード TCG 戦略発表会 2022 実りの秋』を開催し、TCG 分野に於いての今後の展開
を発表しましたことをお知らせいたします。

左から（敬称略）
友田一貴、前田誠二、真野拓実、岩田陽葵、小笠原仁、各務華梨、森嶋秀太、
進藤あまね、前川涼子、長縄まりあ、渡瀬結月、深川瑠華
■発表会の模様はアーカイブ配信からご覧いただけます。
https://youtu.be/jEmtKgywd80

【カードファイト!! ヴァンガード】
アニメ最終話までいよいよ残り 2 話！
イベントや大会、さらに SNS でも毎週トレンド入りをし盛り上がりを見せる「カードファイト!! ヴァンガード」
豪華ゲストとともにアニメや新商品、イベント情報を発表しました！
■アニメ情報盛りだくさん！
〇「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」最終話までのこり 2 話！今後の放送情報も！
豪華ゲストとともにアニメの名場面や思い入れのあるシーンを振り返りました！
Season2 は 2023 年の 1 月に、Season3 は来年 2023 年 7 月に放送予定となっております！
さらに 10 月より再放送も決定！
響ラジオステーションにて配信予定のカードファイト!! ヴァンガード Radio+Dress にも注目！

■ヴァンガード ZERO とホロライブプロダクションとのコラボ第 3 弾が 10 月より開催決定！
ミッションに挑戦して、描きおろしイラストカードをゲットしよう！
今回のイラストは こよいみつき先生のさくらみこさん、mado*pen 先生の星街すいせいさん、そして藤ち
ょこ先生の miComet の 3 種類！称号やエンブレム、スリーブもあるのでお楽しみに！

■商品情報公開！
〇9 月 30 日(金)発売 ブースターパック第 7 弾 「烈火翠嵐」より CLAMP 先生描きおろし DSR
を公開！
さらに全 15 種類の効果持ちトリガーや BOX 封入特典も紹介！

〇10 月 21 日(金)発売 タイトルブースター第 6 弾「モンスターストライク」Vol.2 よりヴァンガード
限定の描きおろしイラストを公開！
発売記念大会で箔押し使用の「金卵」もゲット！

〇ブースターパック第 8 弾「女神再臨」が 12 月 9 日(金)発売決定！
煌求者(グリッター)のデッキを強化！そして新たなライドライン＆邂逅(エンカウンター)を紹介！
〇SNR(シリアルナンバーレア)「全知の神器 ミネルヴァ」収録決定！
シリアル No 入り特別仕様の「全知の神器 ミネルヴァ」が超まれに封入されます！

■カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ PV 第 2 弾・新 KV を公開！
11 月 17 日(木)に発売の Nintendo Switch・Steam 用ソフト「カードファイト!! ヴァンガード ディアデ
イズ」！
PV 第 2 弾・新 KV とともに収録カードや、ダウンロードコンテンツ、店舗別購入特典を公開しました！
詳細は「VGDD」公式サイトをご覧ください！
▼カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ公式サイトはこちら
https://vgdd.cf-vanguard.com/

■10 月 4 日(火)週刊ヴァンガ情報局 D スペシャル in 飛行船シアターが決定！
配信場所は飛行船シアター！豪華ゲストとともに最新情報をお届けします！
さらに今回は一般観覧を募集！詳細は続報をお待ちください！
・MC：真野拓実、進藤あまね
・ゲスト：蒼井翔太、小笠原仁、各務華梨、小野友樹
(順不同・敬称略)

カードファイト!! ヴァンガード公式サイト：https://cf-vanguard.com/
カードファイト!! ヴァンガード公式 Twitter：https://twitter.com/cfvanguard_PR
【Re バース for you】
■戦略発表会本番中に 15 分 1 本勝負!?
手軽さと奥深さを兼ね備え、人と人との絆を繋ぐという Re バースの魅力をお伝えすべく、戦略発表会本
番中に Re バース 15 分 1 本勝負を行いました！
■イベント・大会情報！
〇CHALLENGE SURVIVAL 4th Challenge
Re バース CHALLENGE SURVIVAL 4th CHALLENGE の開催が決定いたしました！
11 月・12 月に全国各地で 20 大会程度を開催予定です。
今回も新しい特製景品もご用意しておりますので奮ってご参加ください。
〇CHALLENGE SURVIVAL トリオ
CHALLENGE SURVIVAL トリオが開催決定いたしました！
開催日：2022 年 10 月 30 日(日) 大阪日本橋店
2022 年 12 月 3 日(土) Japan TCG Center 吉祥寺駅北口店
〇Re バース ビギナーワールド
Re バースのルールが分からない、知らない方との対戦が不安、トライアルデッキしか持ってないという初心
者の方々におすすめなイベントです！

スタッフからルールを教えて終わりではなく、対戦や交流を通して Re バースの面白さを体験としてご提供さ
せていただきます！
開催日：2022 年 11 月 26 日(土)
開催場所：ホビーステーション名古屋大須本店
〇新春 Re バース祭り 2023
2023 年最初の Re バースイベント、新春 Re バース祭りが初めて名古屋で開催いたします！
開催日：2023 年 1 月 14 日(土)～2023 年 1 月 15 日(日)
開催場所：ホビーステーション名古屋大須本店
■商品発売日情報！
・トライアルデッキ＆ブースターパック「リコリス・リコイル」 2022 年 11 月 25 日(金)発売！
・トライアルデッキ「ホロライブプロダクション ver.ホロライブ 5 期生」 2022 年 12 月 16 日(金)発売決
定！
・ブースターパックプラス「ホロライブプロダクション Vol.2」 2022 年 12 月 23 日(金)発売決定！
・トライアルデッキ＆ブースターパック「カイジ」 2023 年 1 月 13 日(金)発売決定！
・ブースターパック第 2 弾「東方 Project」発売決定！

Re バース for you 公式サイト：https://rebirth-fy.com/
Re バース for you 公式 Twitter：https://twitter.com/Rebirth_PR

【ヴァイスシュヴァルツ】
■ヴァイスシュヴァルツ 15 周年施策
〇「ヴァイスシュヴァルツブラウ」が 11 月に発売！
ヴァイスシュヴァルツ 15 周年記念として始動したヴァイスシュヴァルツの姉妹ブランド、「ヴァイスシュヴァルツ
ブラウ」が遂に 11 月に発売いたします！
〇3 色トリオ大会
2023 年 4 月 29 日(土)、30 日(日)に行われる『ブシロードカードゲーム祭 2023』にて、ヴァイスシュヴ
ァルツとヴァイスシュヴァルツブラウ合同で「3 色トリオ大会」の開催が決定いたしました！
3 人チームを結成し、《ヴァイスサイド》のデッキ、《シュヴァルツサイド》のデッキ、そして《ヴァイスシュヴァルツブ
ラウ》のデッキをそれぞれ使用し、同じ構築条件の相手とファイトする、3 対 3 の対戦イベントになります。
〇「しろくろカプセル」今冬リリース決定！
ヴァイスシュヴァルツの新たな姉妹ブランドとして、ヴァイスシュヴァルツのカードをスタンドして一緒に飾ること
ができる、ミニフィギュアの『しろくろカプセル』が登場いたします！
会場では「カードゲームしよ子」のサンプルがお披露目されました。
第 1 弾の参戦タイトルは「Re:ゼロから始める異世界生活」！
白と黒をテーマにしたオリジナル描き起こし衣裳のミニキャラデザインとなっております。

■新商品発売情報！
・ブースターパック「アニメ プリンセスコネクト！Re:Dive Season 2」 好評発売中！
・ブースターパック『映画「五等分の花嫁」』 2022 年 9 月 16 日(金)発売！
・トライアルデッキ 3 種「D4DJ Groovy Mix」 2023 年 2 月 24 日(金)発売！

・ブースターパック「D4DJ Groovy Mix」 2023 年 4 月 28 日(金)発売！
・トライアルデッキ「チェンソーマン」 2023 年冬発売決定！
・ブースターパック「チェンソーマン」 2023 年初夏発売予定！

■新規参戦タイトル盛りだくさん！
・トライアルデッキ 4 種「アズールレーン」 2022 年 12 月 16 日(金)発売決定！
・ブースターパック「アズールレーン」 2022 年 12 月 23 日(金)発売決定！
・ブースターパック「転生したらスライムだった件 Vol.3」 2023 年 1 月 20 日(金)発売決定！
・プレミアムブースター「STAR WARS」 2023 年 2 月 17 日(金)発売決定！
・プレミアムブースター「MARVEL」 2023 年 2 月 17 日(金)発売決定！
・トライアルデッキ＆ブースターパック「ありふれた職業で世界最強」 2023 年 2 月 24 日(金)発売決
定！
・トライアルデッキ＆ブースターパック「ヘブンバーンズレッド」 2023 年 2 月 10 日(金)発売決定！

ヴァイスシュヴァルツ公式サイト：https://ws-tcg.com/
ヴァイスシュヴァルツ公式 Twitter：https://twitter.com/wstcg
「ヴァイスシュヴァルツ&Re バース」公式チャンネル：
https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g
【ヴァイスシュヴァルツブラウ】
■イベント・大会情報
〇遊び方教室
2022 年 10 月より遊び方教室を開催いたします。一部会場では「Argonavis」または「GYROAXIA」
のメンバーが先生役として参加します！誰がどの日程で参加するかはブラウ公式 HP をチェックしてくださ
い！
ご参加いただいた方には PR カード 5 種のうち 2 枚をプレゼント予定です！
予約受付：本日 9 月 14 日(水)16 時～
〇「アニメイトガールズフェスティバル 2022」に出展！
「アニメイトガールズフェスティバル 2022」にて、11 月 19 日(土)発売のスタートデッキを先行販売いたし
ます！
この他にも、参戦 10 作品の展示や、来場者参加型プレゼント企画など盛りだくさんな内容を予定してお
ります！
開催日：2022 年 11 月 5 日(土)・6 日(日)

■商品発売日情報！
・スタートデッキ「A3!」(春組,夏組,秋組,冬組)、「Eve ～ZINGAI/Card Collection～」、「劇場版
うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE スターリッシュツアーズ」、「ちいかわ」2022 年 11 月 19 日(土)同
時発売！
・ブースターパック「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム」 2022 年 12 月 9 日(金)
発売！
・ブースターパック「Eve ～ZINGAI/Card Collection～」 2022 年 12 月 23 日(金)発売！

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト：https://ws-blau.com/
ヴァイスシュヴァルツブラウ公式 Twitter：https://twitter.com/wsblau_info
ヴァイスシュヴァルツブラウチャンネル：
https://www.youtube.com/channel/UCDy9jDl0RhD3QHBaccAmceg
【Shadowverse EVOLVE】
■『ウマ娘 プリティーダービー』コラボ商品 10 月 1 日(土)発売！
コラボスターターデッキ「出走！ウマ娘！」＆コラボパック「ウマ娘 プリティーダービー」を 10 月 1 日(土)に
同時発売いたします。
発売を記念して、「ウマ娘 プリティーダービー限定構築大会」を 10 月 1 日(土)～11 月 30 日(水)の
2 か月間開催することが決定！また、景品の PR カードを本日初公開いたしました！
現在コラボスターターデッキ「出走！ウマ娘！」のカードを体験できる全国初心者講習会も開催中ですの
で是非ご参加ください！

■コラボパック『ウマ娘 プリティーダービー』箔押しサインカード一部公開！
コラボパック『ウマ娘 プリティーダービー』には出走キャスト 13 名による全 19 種の箔押しサインカードの収

録が発表されておりましたが、本日「スペシャルウィーク」、「サイレンススズカ」のカードを公開いたしました。

■新商品発売情報！
・構築済みデッキ 3 種 11 月 19 日(土)発売決定！
・ブースターパック 第 3 弾 12 月 16 日(金)発売決定！
詳細は 9 月 19 日(月)に行われる「しゃどばすチャンネル SP」にて発表いたしますので、続報をお楽しみ
にお待ちください。
【配信チャンネル】
YouTube：https://youtu.be/7PqmDTBRT3w
OPENREC.tv：https://www.openrec.tv/live/n9ze73qwkr4
TwitterLIVE：『シャドウバース』公式 Twitter アカウント（@shadowverse_jp）のツイートからご
視聴できます。
※Twitter の URL は配信当日にシャドウバース公式 Twitter（@shadowverse_jp）にてご確認
ください。
■大好評開催中のイベント情報！
〇スターターデッキ限定交流会
9 月から 10 月の２か月間、スターターデッキ限定交流会を実施しています。
ご参加いただいた方には、9 月は PR パック Vol.1、10 月からは PR パック Vol.2 をプレゼントしておりま
す。
ぜひお近くのカードショップで開催される交流会にご参加ください！

〇Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022
「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2022」が開催中です！10 月の横浜大会からは、より多く
のユーザーさんが参加できるよう開催規模をアップしての開催となり、2 日制大会としての実施になりま
す！
▼今後の開催日程
・2022 年 10 月 22 日(土)、23 日(日) パシフィコ横浜
・2022 年 11 月 5 日(土)、6 日(日) ポートメッセ名古屋
・2023 年 2 月 4 日(土)、5 日(日) インデックス大阪
〇Shadowverse EVOLVE Japan Championship
「Shadowverse EVOLVE Grand Prix」もしくは「Shadowverse EVOLVE Japan
Championship エリア予選」で参加権利を獲得した 48 名を「Shadowverse EVOLVE Japan
Championship」にご招待いたします！
また、エリア予選で配布される PR カードを公開いたしました！
▼「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」開催概要
開催日：＜予選ラウンド＞2023 年 2 月 18 日(土)
＜決勝ラウンド＞2023 年 2 月 19 日(日)
開催場所：東京都

Shadowverse EVOLVE(エボルヴ)公式サイト：https://shadowverse-evolve.com
Shadowverse EVOLVE(エボルヴ)Twitter：https://twitter.com/shadowverse_ev

Shadowverse EVOLVE Channel：
https://www.youtube.com/channel/UCpQCRNTE8oGFUZskdty5nLQ
今後もブシロードの TCG にご期待ください！
▽各コンテンツの発表内容詳細はこちら▽
カードファイト!! ヴァンガード
https://cf-vanguard.com/information/presentation2022autumn_vg/
Re バース for you
https://rebirth-fy.com/?p=23121
ヴァイスシュヴァルツ
https://ws-tcg.com/products/new_title_ws/
ヴァイスシュヴァルツブラウ
https://ws-blau.com/news/post-12
Shadowverse EVOLVE
https://shadowverse-evolve.com/news/post-94/
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
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