
 

★PRESS RELEASE★ 

 
月刊ブシロード 2021年 6月号が 5月 8日（土）に発売!! 

表紙は『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』 のキービジュアル♪ 

「BanG Dream! 9th☆LIVE」＆アサルトリリィスペシャルライブイベント「Edel Lilie」に 

申し込める、月ブシ特別先行抽選シリアルも封入 

 
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 6 月号』が、明日 5 月 8 日（土）に発売することをご案内致します。 

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 6 月号が明日 5 月 8 日（土）に発売!! 

今月の表紙は、5 月 21 日より公開予定の映画「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のキービ
ジュアル、W 表紙には「ARGONAVIS LIVE 2021 JUNCTION A-G」のライブキービジュアルを使用。 

大好評の月ブシシリアルには、「BanG Dream! 9th☆LIVE」に申し込める月ブシ特別先行抽選シリアル
と、アサルトリリィスペシャルライブイベント「Edel Lilie」追加公演に申し込める世界最速先行抽選シ
リアルを封入。 

また、好評発売中の Voice Actor Card Collection EX VOL.01 Roselia『Edel Rose』より、月刊ブシロー
ド限定の PR カードがついてきます。 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報道関係各位 2021 年 5 月 7 日（金） 



 
■ 超豪華!! 月ブシ特別先行 抽選応募申込シリアル付き 

・『BanG Dream! 9th☆LIVE』月ブシ特別先行 抽選応募申込シリアル付き 
日程：①2021 年 8 月 21 日(土)、22 日(日) The Beginning 

②2021 年 9 月 4 日(土)、5 日(日) Mythology 
会場：富士急ハイランド・コニファーフォレスト 
出演：①Poppin’Party×Roselia 

②RAISE A SUILEN×Morfonica 
※お好きな公演を選んで応募可能 
 
・アサルトリリィ スペシャルライブイベント「Edel Lilie」追加公演 世界最速先行 抽選応募申込券 
日程：2021 年 7 月 3 日(土) 
会場：LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 
出演：一柳隊 
 
 
■ 豪華付録が盛りだくさん!! 

月ブシだけの限定 PRカード付き!! 

・ Voice Actor Card Collection EX VOL.01 Roselia『Edel Rose』［Roselia］PR カード 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
・ カードファイト!!ヴァンガード PR カード 
「月兎の魔女 ルビニア」《ケテルサンクチュアリ》 
 

 
 

■特集記事や連載作品も盛りだくさん!! 

・ますます盛り上がる!! 連載作品 
RAiSe! The story of my music / BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー3 / 
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!!  / ぷちゴナビス 
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 /  
思春期と男子校!?と中野くん / カードゲームしよ子  
・劇場版新作＆新作舞台も待ち遠しい 『スタァライト』巻頭特集 
・アルゴナビス from BanG Dream! AAside『アルゴナビス』巻末特集 
・『カードファイト!! ヴァンガード』特集 
・次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!』特集 
・トレカ発売直前記念!! Roselia『Edel Rose』グラビア 
アサルトリリィ Last Bullet／D4DJ／D_CIDE TRAUMEREI／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 注目コンテンツ記事 



・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』 
・中村航×やちぇによる Lyrical Lily の短編小説 
・『てっぺんっ!!!』を原案協力した声優ユニット・チーム Y 情報 
・女子プロレス スターダム☆リレーインタビュー 
 
■商品概要 

商品名：月刊ブシロード 2021 年 6 月号 
発売日：2021 年 5 月 8 日（土） 
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!! 
 
 
 

■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(「バンドリ！ガールズバンドパーティー！イベントダイアリー」) 
 

【アニメイト購入特典】 

・A4 リバーシブルビジュアルボード(ホウカゴ B 面セカイ／ケモノとワルツ) 
 
 
※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。 

©Project Revue Starlight ©BanG Dream! Project ©Craft Egg Inc. ©ARGONAVIS project. ©DeNA Co., Ltd. All rights 

reserved. ©bushiroad All Rights Reserved. ©BUSHIROAD MEDIA 

【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 広報担当：西山 

TEL：03-4500-4310 FAX：03-5386-7432 URL：http://bushiroad.com/ E-mail：press@bushiroad.com 
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