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株式会社ブシロードクリエイティブ 

 
報道関係者各位 
 

★PRESS RELEASE★ 
『月刊ブシロード』最新 9 月号が本日 8 月 8 日(月)に発売!! 

『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress』表紙＆巻頭特集!! 
W 表紙は『新日本プロレス』!!大好評月ブシシリアルも 3 種類封入♪ 

 
株式会社ブシロード（本社︓東京都中野区、代表取締役社長︓木谷高明、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クリエイティブ（本社︓東京都中野区、代表取締役社長︓成田耕祐）は、『月刊ブシロー
ド』2022 年 9 月号が、本日 8 月 8 日(月)に発売することをご案内致します。 
 

   
表紙      W 表紙 

 
『月刊ブシロード』2022 年 9 月号が本日 8 月 8 日(月)に発売!! 

今月号の表紙は TV アニメ放送中の『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress』より、近導ユウユが登場︕ 
巻頭特集もヴァンガード情報盛りだくさんでお送りします。伊藤彰先生×Quily 先生によるヴァンガードの完全新作漫

画『カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake』と、伊藤彰先生×影山なおゆき先生がお送りする『カードファイト!! ヴァ
ンガード ターナバウト』も好評連載中︕【TCG 大強化宣言】と銘打ち、ヴァンガードやヴァイスシュヴァルツの付録カードも
封入されており、TCG ユーザーも大満足の一冊となっています。 

 



W 表紙は『新日本プロレス』より、内藤哲也選手が登場。現在開催中の真夏の最強戦士決定戦「G1 CLIMAX 
32」や、『新日本プロレス STRONG SPIRITS』についてたっぷりご紹介しています。 

 
そして、大好評の月ブシシリアルも封入されています。 
11 月に開催される「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」月ブシ特別先行抽選

応募申込シリアルと、「ブシロード 15 周年記念ライブ」に申し込める二次先行抽選応募申込シリアル、さらに『D4DJ 
Groovy Mix』アプリ内で TV アニメ『てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!』に登場する「弾丸クノイチ」の「セレブリ茶」着せ替えディス
クスキンがもらえるシリアルの 3 種類。 

その他付録、注目コンテンツの特集記事や連載作品も盛りだくさんです。 
 
■月ブシシリアルが 3 種封入!! 
①■BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022 
月ブシ特別先行抽選応募申込シリアル 
日程︓2022 年 11 月 12 日（土） 
会場︓ベルーナドーム 
 
②「ブシロード 15 周年記念ライブ」二次先行抽選応募申込シリアル 
日程︓2022 年 11 月 13 日(日) 
会場︓ベルーナドーム 
 
③『D4DJ Groovy Mix』アプリ内シリアル 
『てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!』TV アニメ放送記念︕3 ヶ月連続プレゼント第２弾 
着せ替えディスクスキン︓弾丸クノイチ・セレブリ茶 
 

   
 

 
 
 



 
■TCG 大強化宣言!! 今月の付録カードはこちら!! 
カードファイト!! ヴァンガードより 
「焔の巫女 シャーディア」《ドラゴンエンパイア》 

 
 
ヴァイスシュヴァルツ『デート・ア・ライブ Vol.2』より 
「興味深いこと 狂三」 

  
 

■TV アニメ放送開始記念︕ヴァンガードの特製両面 B2 ポスター付録!! 
(左) Voice Actor Card Collection VOL.10 和氣あず未『あじゅちぇんじ︕』 
(右) Voice Actor Card Collection EX VOL.04 RAISE A SUILEN 『UNLEASH!!』 
 



  
 
■特集記事や連載作品も盛りだくさん!! 
・TV アニメ大好評放送中!! 
てっぺんっ!!! / カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake / カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト 
・特別出張掲載!! 
BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー4 
・ますます盛り上がる!! 連載作品 
ろんぐらいだぁすとーりーず︕ / ぷちゴナビス / カードゲームしよ子 / 
アサルトリリィ League of Gardens -full bloom- / 
よんこま十三機兵防衛圏!! ～こちらセクターX～ / 輝け!! スターダム女子校 
 
・『カードファイト!! ヴァンガード』巻頭大特集 
・『新日本プロレス』W 表紙＆巻末特集 
・『ヴァイスシュヴァルツ』情報 
・『Re バース for you』情報 
・『Voice Actor Card Collection』和氣あず未さんスペシャルグラビア 
・今号は濃密ライブレポート祭り!『BanG Dream!』特集 
・TV アニメ放送開始 『てっぺんっ』巻末特集 
・プロジェクト初の舞台開催︕『D4DJ』特集 
・『D4DJ』やちぇによるイラスト連載「イラストスクラッチ」 
・中村航×やちぇによる Lyrical Lily の短編小説 
・躍進するシークフェルト中等部に注目︕ 『スタァライト』情報 
・ジャンの強運を目撃せよ︕ 舞台『ラッキードッグ 1』情報 
・WGP デラックス迫る︕ 『ブシナビ通信』 
・クリエイティブなカプセルトイをご紹介『TAMA-KYU の話』 
・最新＆注目アイテム情報をお届け︕『ブシロード オンラインストア News&Feature!!』 
・響所属声優陣の気ままなオマカセ連載『響連』 
・女子プロレス スターダム☆リレーインタビュー 



■イラスト新連載!! 
スターダムの選手自身がプロデュースして、イラストレーター・箕星太朗が新コスチュームを描き上げる 
新たなイラスト連載がスタート!! 
『STARDOM HERE COMES A NEW COSTUME!』 
初回は岩谷麻優「世界のアイコンへ︕」、MIRAI「シンデレラ魂(ソウル)」︕ 
 

 
 
■商品概要 
商品名︓月刊ブシロード 2022 年９月号 
発売日︓2022 年８月８日(月) 
価 格︓900 円（税込） 
発 行︓株式会社ブシロードクリエイティブ 
発 売︓株式会社 KADOKAWA 
Ｃ М︓https://youtu.be/Lx2aiRrP5jY 
公式サイト︓https://gekkan-bushi.com/ 
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(カードファイト!! ヴァンガード will+Dress) 



 
【アニメイト購入特典】 
・A4 リバーシブルビジュアルボード(ぷちゴナビス／D4DJ－The story of Happy Around!－) 

 
 

 
※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。 
©VANGUARD will+Dress  Character Design ©2021-2022 CLAMP ・ ST  illust:Kinema citrus 
©2014 橘公司・つなこ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ 富士見書房刊／「デート・ア・ライブⅡ」製作委員会 ©BanG 
Dream! Project ©VACC ©Quily ©bushiroad All Rights Reserved. ©BUSHIROAD CREATIVE 
© New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. All right reserved. ©New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. 
©bushiroad All Rights Reserved. ©Drecom Co., Ltd. 
 
【本件に関するお問合せ先】 
株式会社ブシロードクリエイティブ 
〒164-0011 東京都中野区中央 1-38-1 住友中野坂上ビル 4 階 
TEL︓03-4500-4869 
URL︓https://bushiroad-creative.com 
E-mail︓support@bushiroad-creative.com 
広報担当︓西山 

 
 
 
 

https://bushiroad-creative.com/

