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報道関係者各位 

★PRESS RELEASE★ 

 

自転車女子の魅力が満載！ 

ゆるふわ系(?) 自転車漫画、待望の新章スタート!! 

『ろんぐらいだぁすとーりーず！』コミックス第1巻、 

本日6月 8日(火)発売!! 

 

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、『ろんぐらいだぁすとーりーず！』コミックス第 1 巻が、6 月 8

日(火)に発売することをご案内いたします。 

コミックスは通常版に加え、ドラマ CD2 枚組が付属する特装版も同時発売いたしま

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。 

 

ゆるふわ系(?) 自転車漫画、待望の新章スタート!! 

『ろんぐらいだぁすとーりーず！』コミックス第１巻、本日発売!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新規描き下ろしは計 30 ページの大ボリューム！ 

 

運動が苦手な女子大生・倉田亜美は、幼なじみの葵、大学の先輩である雛子、弥生、紗希

と一緒に自転車チーム、ＦＯＲＴＵＮＡを結成！ 週末にサイクリングを楽しんでいる。 

そんな中、最近は自転車友達の佐伯さんとも、よくサイクリングに行くようになり、ます

ます充実するサイクルライフ。 

今回は、栃木、千葉、茨城の⻑閑なエリアを楽しくサイクリングします♪ 

自転車女子の魅力が満載！ ゆるふわ系(？)･自転車漫画、新シリーズ、第 1 巻♪ 

 

■商品概要 

タイトル：ろんぐらいだぁすとーりーず！ 1 巻 

漫画：三宅大志 

発行：株式会社ブシロードメディア 

発売：株式会社 KADOKAWA 

【通常版】 

定価：本体 700 円＋税 

内容：第 1 話～第 5 話＋新規描き下ろし 30Ｐ分を収録。 

【特装版】 

価格：本体 4000 円＋税 

内容：コミックス（通常版と同じ内容）＋CD2 枚組の特装版 

 

■ドラマ CD2 枚組、豪華特装版も同時発売!! 

コミックス 10 巻から続く日本横断編「ＣＯＡＳＴ ＴＯ ＣＯＡＳＴ」のサウンドドラ

マがついに完結。亜美ちゃんゴールの直江津へ！ 

またコミックス新装版に収録された番外編エピソードもサウンドドラマ化。計 16 本、合

計約 100 分の大ボリュームで、CD2 枚に収録してお届けです♪ 

 

◇ＤＩＳＣ１ 

ＴＲＡＣＫ１ 第１話「ＣＯＡＳＴ ＴＯ ＣＯＡＳＴ ７」 

ＴＲＡＣＫ２ 第２話「ＣＯＡＳＴ ＴＯ ＣＯＡＳＴ ８」 

ＴＲＡＣＫ３ 第３話「ＣＯＡＳＴ ＴＯ ＣＯＡＳＴ ＳＩＤＥ ＳＡＫＩ」 

ＴＲＡＣＫ４ 第４話「ＣＯＡＳＴ ＴＯ ＣＯＡＳＴ ＳＩＤＥ ＨＩＮＡＫＯ」 

ＴＲＡＣＫ５ 第５話「ＣＯＡＳＴ ＴＯ ＣＯＡＳＴ ９」 

ＴＲＡＣＫ６ 第６話「ＣＯＡＳＴ ＴＯ ＣＯＡＳＴ １０」 

ＴＲＡＣＫ７ 第７話「海沿いのサイクリングロード」 

 



◇ＤＩＳＣ２ 

ＴＲＡＣＫ１ 第８話「再会」 

ＴＲＡＣＫ２ 第９話「しすたぁずばいく」 

ＴＲＡＣＫ３ 第 10 話「佐伯さんの峠チャレンジ」 

ＴＲＡＣＫ４ 第 11 話「約束」 

ＴＲＡＣＫ５ 第 12 話「あゝ安房峠」 

ＴＲＡＣＫ６ 第 13 話「温泉ヒルクライム」 

ＴＲＡＣＫ７ 第 14 話「アウトドアコーヒー」 

ＴＲＡＣＫ８ 第 15 話「初めてのソロ輪行で富士山を」 

ＴＲＡＣＫ９ 第 16 話「ポンタ君のヤビツリベンジ」 

 

■店舗特典のご案内 

 



◇アニメイト 

描きおろし４Ｃイラストカード 

 

◇アニメイト宇都宮 

描きおろし１Ｃイラストペーパー 

 

◇Amazon 

描き下ろしスマホ壁紙・タブレット壁紙・PC 壁紙 3 点データ配信 

 

◇ゲーマーズ 

有償特典：描きおろしタペストリー 

通常特典：描きおろし４Ｃブロマイド 

 

◇COMIC ZIN 

ツーリングガイド出張版(８Ｐ小冊子) 

 

◇三洋堂書店 

描き下ろしポストカード 

 

◇とらのあな 

有償特典：おっぱいボトルカバー 

通常特典：描き下ろし４Ｐリーフレット 

 

◇ブシロード EC ショップ 

描き下ろし L 版イラストカード 

 

◇丸善ジュンク堂書店 

描き下ろしイラストペーパー 

 

◇まんが王 

描き下ろしイラストカード 

 

◇メロンブックス 

描きおろし４Ｐリーフレット 

 

◇WonderGOO 



描き下ろしポストカード 

 

◇応援店(喜久屋書店、書泉・芳林堂書店、ときわ書房、M.マキノサイクルファクトリー) 

描き下ろしイラストペーパー 

 

◇電子書籍 

描き下ろし４P 漫画 

 

■アニメイト宇都宮にて、コミックス発売フェア開催！ 

6 月 5 日(土)より、アニメイト宇都宮にて、「ろんぐらいだぁすとーりーず！ 1 巻」発売記念

フェアを開催いたします。 

◇その① 第 1 話「小来川サイクリング」パネル展！ 

第 1 話の舞台は栃木県。宇都宮から小川来を抜けて、日光までサイクリングします。このエピソ

ードをパネル化して展示を行います！ 

 

◇その② 「ろんぐらいだぁす！」「ろんぐらいだぁすとーりーず！」サイクルウェア展！ 

ろんぐらいだぁすとーりーず！のサイクルウェアを店内にて展示いたします！ 

 

◇その③ アニメイト宇都宮・通販限定 特典描き下ろしペーパー 

対象商品を 1 冊お買い上げごとに＜三宅大志先生描き下ろしメッセージペーパー＞を 1 枚プレ

ゼントいたします。イラストは日光の神橋！ 

 

◇その④ アニメイト宇都宮・通販限定 三宅大志先生直筆サイン色紙プレゼント！ 

対象商品を 1 冊お買い上げごとに応募用紙を 1 枚お渡し。抽選でイラスト入り三宅大志先生サ

イン色紙を 5 名にプレゼント！ 

 

【※③④対象商品】 

 KADOKAWA 刊行 

コミック「ろんぐらいだぁす！」新装版 0～9 巻、10 巻通常版・特装版  

小説「ろんぐらいだぁす! ～ぱぁしゅうたぁず ろんぐらいだぁす!・じゅにあ～」新装版 1 巻  

2021 年 6 月 8 日(火)発売 「ろんぐらいだぁすとーりーず！」1 巻 特装版・通常版 

 

詳細はコチラへ → https://www.animate.co.jp/blog/398111/ 

 

 

 

https://www.animate.co.jp/blog/398111/


■「ろんぐらいだぁすとーりーず！」とは？ 

 

自転車のロングライドや輪行旅などを題材にしたコミックで、現在、月刊ブシロード(ブシ

ロードメディアより刊行)にて連載中。 

 

◇物語のあらすじ 

駅前で見かけた折りたたみ自転車にひと目惚れ。その勢いのまま貯金を全額下ろして、地元

のショップで折りたたみ自転車を購入してしまった倉田亜美(大学１年生)は、幼馴染みの葵、

大学の先輩である、雛子、弥生と一緒に週末にサイクリングを楽しんでいる。 

 

「ロードバイクを手に入れたら世界ががらりと変わっちゃうかもよ？」 

 

そんな言葉をきっかけに、ロードバイクを購入した亜美は、その走行性の高さに驚く。 

ペダルに足を乗せ、踏み出したその瞬間、ペダルの軽さ、スピード、加速感、ロードバイク

に乗って感じるすべてが、今までに体験したことのない、まったく違うものだったのだ。 

ロードバイクという、新たな相棒を手に入れ、自転車のさらなる世界へと足を踏み入れた亜

美。彼女の自転車ライフが、さらに深く動き出す!! 

 

 

 



◇コミックス刊行情報 

・コミックス最新刊第 10巻が好評発売中。 

https://gekkan-bushi.com/lomgriders_comics10/ 

https://gekkan-bushi.com/comics/longriderstories/ 

 

・現在、新装版コミックスが 1～9巻、0巻、6.5巻、小説・新装版 1巻が好評発売中。 

https://gekkan-bushi.com/topics/lr_shinsouban_comics/ 

 

 

◇最新情報は各 SNS をチェック！ 

Twitter：https://twitter.com/longriderscomic 

Facebook：https://www.facebook.com/longriderscomic 

Instagram：https://www.instagram.com/longriderscomic/ 

Blog：https://ameblo.jp/longriderscomic/ 

Strava：https://www.strava.com/clubs/longriderscomic 

 

【著作権表記に関して】 

◇ろんぐらいだぁすとーりーず！のイラストを使用する場合は以下の表記をお願いいたし

ます。 

©三宅大志/BUSHIROAD MEDIA 

 

【本件に関するお問い合わせ先】担当：石井・西山 

株式会社ブシロードメディア 〒164-0011 東京都中野区 1-38-1 住友中野坂上ビル 2 階 

TEL：03-4500-6801 FAX：03-3368-6755 E-mail：press@busiroad.com 
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