2021 年９月 8 日（水）
株式会社ブシロードメディア

報道関係者各位

★PRESS RELEASE★
月刊ブシロードは今月で創刊 8 周年!! 2021 年 10 月号が 9 月 8 日（水）に発売♪
表紙は「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！ for Nintendo Switch」のパッケージイラスト!!
8 周年記念の特別誌面企画やコミックブシロード WEB でのフェアなども実施!!
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：成田耕祐）は、
『月刊ブシロード 2021 年 10 月号』が本日 9 月 8 日（水）に発売することをご案内致します。創刊 8 周
年を記念して、誌面でのプレゼント企画やコミックブシロード WEB での特別無料公開、電子書店での
フェアなど、各所を横断して企画も盛りだくさんでお贈り致します。
皆様におかれましては是非誌面・Web 記事等で本内容をお取り扱いいただければ幸いに存じます。

月刊ブシロード 2021 年 10 月号は本日 9 月 8 日（水）に発売！
表紙＆巻頭特集は「バンドリ！」
。創刊 8 周年を記念した特別企画も盛りだくさん！
月刊ブシロードは今月号で創刊 8 周年！表紙は 9 月 16 日（木）より発売の「バンドリ！ ガールズバ
ンドパーティ！ for Nintendo Switch」のパッケージイラストです。巻頭特集もゲーム情報などバンド
リ！コンテンツ盛りだくさんでお送りします。大好評連載中のコミカライズ「RAiSe! The story of my
music」や、特別出張掲載『BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー3』など充実のコミカラ
イズもお楽しみに。
付録には BanG Dream! 9th☆LIVE「The Beginning」と「Mythology」のライブキービジュアルを使
用した特大両面ポスターもついてきます。
W 表紙はスクフェスシリーズ感謝祭 2021 のキービジュアルより、穂乃果・千歌・歩夢が登場。ヴァ
イスシュヴァルツ の特別 PR カードも封入されており、スクフェスシリーズ情報も盛りだくさんでお送
りします。
大好評の月ブシシリアルには、舞台『D.C.III～ダ・カーポ III～君と旅する時の魔法』に応募ができる、
最速先行抽選応募申込シリアルを封入。その他付録や、注目コンテンツの特集記事・連載作品も盛りだ
くさんです。

表紙
■超豪華付録!! 特大 B2 両面ポスター!!
(上) BanG Dream! 9th☆LIVE「The Beginning」
(下) BanG Dream! 9th☆LIVE「Mythology」

W 表紙

■ 月ブシだけの限定 PR カード付き!!
・ カードファイト!! ヴァンガード PR カード
「迸る青春の衝動！ リンネア」
《リリカルモナステリオ》

・ ヴァイスシュヴァルツ PR カード
『ラブライブ！スーパースター!!』
「普通な私だからこそ 澁谷 かのん」

■月ブシ限定!!最速先行抽選応募申込シリアル
・舞台『D.C.III～ダ・カーポ III～君と旅する時の魔法』最速先行抽選応募申込券
日程：11 月 17 日(水)～11 月 21 日(日)
会場：ニッショーホール

出演：新田恵海、藤邑鈴香、佐々木未来、髙橋麻里、石丸千賀 ほか

■特集記事や連載作品も盛りだくさん!!
・特別出張掲載!!
BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー3
・ますます盛り上がる!! 連載作品
カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト / みにヴぁん ハイ!! (最終回) / カードゲームしよ子 /
ぷちゴナビス / ろんぐらいだぁすとーりーず！ / 思春期と男子校!?と中野くん /
舞台 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE 青嵐- BLUE GLITTER
D4DJ-4 コマ mix!- / てっぺんっ!!! / よんこま十三機兵防衛圏!! ～こちらセクターX～/
アサルトリリィ League of Gardens -full bloom- / 石田彩のイベントレポート NUMA 探訪
グリザイア クロノスリベリオン でっどすとっく / 輝け!! スターダム女子校
・創刊 8 周年特別企画!!プレゼント＆無料開放＆大賞開催
・
『BanG Dream!』巻頭特集
・『カードファイト!! ヴァンガード』特集
・
『きせかえ♡あやさちゃん』発売記念！伊藤彩沙 スペシャルグラビア
・『ラブライブ！』巻末特集
D4DJ／アサルトリリィ／アルゴナビス／ROAD59／少女☆歌劇 レヴュースタァライト／Re バース for
you／ヴァイスシュヴァルツ／擾乱／D_CIDE TRAUMEREI 注目コンテンツ記事
・『令和のデ・ジ・キャラット』こげとんぼ*先生イラスト企画
・やちぇ先生によるイラスト連載「イラストスクラッチ」

・中村航×やちぇの Lyrical Lily の短編小説『リリカルなリリック』
・女子プロレス「スターダム」リレーインタビュー
・響所属声優陣の気ままなオマカセ連載『響連』
・「みこ岩手～観光大使の道～FINAL」

■商品概要
商品名：月刊ブシロード 2021 年 10 月号
発売日：2021 年 9 月 8 日（水）
価

格：本体 880 円（税込）

発

行：株式会社ブシロードメディア

発

売：株式会社 KADOKAWA

電子書籍でも配信中!
CM：https://youtu.be/Etilt3z1cJk

■店舗別購入特典
【ゲーマーズ購入特典】
・オリジナルブロマイド(おしごとですよ！ 赤根さん)
【アニメイト購入特典】
・A4 リバーシブルビジュアルボード(きゅぽぽんぬ♡宇宙忍者カンパニー／魔女と魔獣)

■電子書籍でも創刊 8 周年を記念フェアを開催!!
『月刊ブシロード』創刊 8 周年を記念して バックナンバー最大 50％OFF などの割引販売を開始！！
・開催期間：2021/9/8（水）～9/21（火）
・開催書店：アニメイトブックストア／Kindle／コミックシーモア／d ブック／ひかり TV ブック／
music.jp／GooglePlay ブックス／Ameba マンガ／honto／スキマ／漫画全巻ドットコム（配信サービス）
／BOOK☆WALKER／BookLive!コミック（Handy）／ブックライブ／ブックパス／Reader Store／ど
こでも本屋さん／LINE マンガ
・対象作品
月刊ブシロード：2020 年 8 月号～2021 年 7 月号 50%OFF
ろんぐらいだぁす！新装版：1～2 巻 30%OFF
石田彩のイベントレポート NUMA 探訪 2019-2020：30%OFF
スマホ忍法帖ススメ：30%OFF
デリシャス・ロア：30%OFF
かあどぶ：30%OFF
禁断召喚！ サモンマスター クインテット プリンセス：30%OFF
思春期と男子校！？と中野くん 1 巻：試し読み増量
てっぺんっ!!! 1 巻：試し読み増量
魔女と魔獣 1 巻：試し読み増量
お仕事ですよ！赤根さん 1 巻：試し読み増量

■創刊 8 周年特別企画!!プレゼント＆無料開放＆大賞開催!!
本誌創刊 8 周年を記念して、超蔵出しプレゼントと完結作品無料開放を実施!!さらにコミブシ WEB 漫画
大賞の開催も決定致しました。
・超蔵出しプレゼント
本誌連載作品のプレートアクリルスタンド、全 11 種を各 1 名様にプレゼント!! タテ 175mm×ヨコ
120mm のビッグサイズに美麗なイラスト、さらに直筆サインが印刷された、今では手に入らない幻の
アイテムとなっています。
・完結作品無料開放(～10 月 7 日（木）迄)
過去に本誌に掲載されていた完結作品から 23 タイトル、その全話の半分をコミブシ WEB にて期間限定
で無料開放致します。この機会に是非気になってた作品をチェックしてみてください。
特設ページ：https://comicbushi-web.com/article/entry/getsubushi8nen
・コミブシ WEB 漫画大賞開催

コミックブシロード WEB が 2022 年 1 月 22 日（土）にオープン 1 周年を迎えるのを記念致しまして、
完成原稿部門・ネーム部門を設けた『コミックブシロード WEB マンガ大賞』の開催が決定。受賞者の
方々には賞金、受賞作の WEB 掲載・WEB 連載確約・コミック動画化など豪華賞品をご用意しています。
締め切りは WEB サイト開設 1 周年となる、2022 年 1 月 22 日（土）まで受付中です。
詳細は特設ページにてご確認ください。
特設ページ：https://comicbushi-web.com/article/comibushimanga

ブシロードメディアが贈る WEB マンガサイト「コミックブシロード WEB」とは
誰でも無料で楽しめる WEB マンガサイト「コミックブシロード WEB(以下：コミブシ WEB)」は毎週
金曜日正午更新、性別・ジャンル問わず楽しめる作品をお届けします。
コミブシ WEB では、
「月刊ブシロード」連載作品も期間限定で公開中。自転車マンガ『ろんぐらいだ
ぁすとーりーず！』などオリジナル作品をはじめ、バンドリ！、D4DJ、少女☆歌劇 レヴュースタァラ
イトなど、ブシロードコンテンツのコミカライズも続々配信中です。
コミックブシロード WEB：https://comicbushi-web.com/

※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。
©BanG Dream! Project ©Craft Egg Inc. ©2013 PL! ©2017 PL!S ©2020 PL!N ©KLabGames ©SUNRISE ©bushiroad All
Rights Reserved. ©BUSHIROAD MEDIA

Nintendo Switch は任天堂の商標です。©2017 Nintendo

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ブシロードメディア(https://gekkan-bushi.com/)
〒164-0011

東京都中野区中央 1-38-1 住友中野坂上ビル 2 階

TEL：03-4500-4310

FAX：03-5386-7432

広報担当：西山

URL：http://bushiroad.com/

E-mail：press@bushiroad.com

