NEWSRELEASE
2019 年 10 月 4 日
株式会社ブックウォーカー

電子雑誌読み放題サービス「マガジン☆WALKER」、
100 作品以上の “最新刊の続き”が無料で読めるキャンペーン
「異世界マンガまつり」実施！
株式会社ブックウォーカー（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：橋場一郎）が運営する電子雑誌読
み放題サービス「マガジン☆WALKER（https://magazinewalker.jp）」は 10 月 4 日（金）、KADOKAWA のマ
ンガ誌 8 誌で連載中の異世界マンガ 100 作品以上を、“単行本最新刊の続き”から最新話の直前まで無
料で読めるキャンペーン「異世界マンガまつり」を開催します。
本キャンペーンでは、マガジン☆WALKER で配信中の異世界ジャンルのマンガ 100 作品以上をまとめて
読むことができます。プロフィール情報の登録のみで、どなたでも気軽にご参加いただけるキャンペーン
です。

TV アニメで作品を知った方、単行本のリリースを心待ちにしているファンにとって、最新話を追いかける
またとないチャンス。冒険ファンタジー、コメディ、辺境スローライフ、グルメなど、百花繚乱の“異世界”作
品をたっぷりとお楽しみください。
また、「異世界マンガまつり」に合わせてマガジン☆WALKER 公式 Twitter において、フォロー＆ツイート
キャンペーンも実施します。「異世界かるてっと」の 4 作品（「オーバーロード」「この素晴らしい世界に祝
福を！」「Re:ゼロから始める異世界生活」「幼女戦記」）のうち好きな作品のボタンを選びツイートした方の
中から、抽選で 1 名様に対象作品の「ねんどろいど」をプレゼントします。奮ってご参加ください（詳細は
キャンペーンページをご確認ください）。
▼キャンペーン名：
異世界マンガまつり
https://magazinewalker.jp/campaign/201910_25 ?utm_source=prtimes&utm_medium=mw_pr&utm_campaign=20191004

▼開催期間
2019 年 10 月 4 日(金)～10 月 31 日(木)

▼参加方法

「マガジン☆WALKER」は、月額 500 円（税抜）でマンガ誌、アニメ誌、声優誌、ゲーム誌がお楽しみいた
だける電子雑誌読み放題サービスです。パソコン、スマートフォン、タブレット各端末から利用でき、ブラウ
ザでの閲覧が可能です。ブラウザとアプリを使えば、通勤、通学時にもお楽しみいただけます。ぜひ、こ
の機会にマガジン☆WALKER の読み放題サービスをお試しください。

■キャンペーン期間中に「最新刊の続き」が読める異世界作品のラインアップ ※順不同
【月刊コミックアライブ】（KADOKAWA）

Re:ゼロから始める異世界生活 第三章 Truth of Zero/豚公爵に転生したから、
今度は君に好きと言いたい/うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せ
るかもしれない。/剣鬼恋歌 Re:ゼロから始める異世界生活†真銘譚/数字で救
う！弱小国家/戦闘員、派遣します！/クロウ・レコード＜Infinite Dendrogram
Another＞/続・この素晴らしい世界に爆焔を！/この素晴らしい世界に日常を！
/なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？/ベリアル様は四天王の中でも××/
誰が喚んだの!? ～異世界とゲーム作りとリクルート召喚～/ボクが勇者で魔王
もボクで/魔法使いで引きこもり？ ～モフモフ以外とも心を通わせよう物語～/
魔技科の剣士と召喚魔王/異世界宗教へようこそ！
【月刊コミックフラッパー】（KADOKAWA）

盾の勇者の成り上がり/無職転生 異世界行ったら本気だす/勇者と魔王の魂魄
歴程/異世界の主役は我々だ！

【コンプエース】（KADOKAWA）

幼女戦記/オーバーロード/異世界はスマートフォンとともに。/痛いのは嫌なの
で防御力に極振りしたいと思います。/駆除人/治癒魔法の間違った使い方 ～
戦場を駆ける回復要員～/陰の実力者になりたくて！/LV999 の村人/願わくば
この手に幸福を/破滅の魔導王とゴーレムの蛮妃/勇者召喚に巻き込まれたけ
ど、異世界は平和でした/天空の城をもらったので異世界で楽しく遊びたい/魔導
具師ダリヤはうつむかない ～今日から自由な職人ライフ～/悪役令嬢なのでラ
スボスを飼ってみました/聖女様を甘やかしたい！ただし勇者、お前はダメだ/婚
約破棄から始まる悪役令嬢の監獄スローライフ
【ドラゴンエイジ】（KADOKAWA）

デスマーチからはじまる異世界狂想曲/異世界のんびり農家/この勇者が俺
TUEEE くせに慎重すぎる/この素晴らしい世界に祝福を！/ゲーム オブ ファミリ
ア ー家族戦記ー/アルカフス/異世界でスキルを解体したらチートな嫁が増殖し
ました 概念交差のストラクチャー/村人ですが何か？/さまよえる転生者たちの
リライブゲーム/レジェンド/剣士を目指して入学したのに魔法適性 9999 なんで
すけど!?/金色の文字使い -勇者四人に巻き込まれたユニークチート-/没落予
定なので、鍛冶職人を目指す/Only Sense Online -オンリーセンス・オンライン-/
軍オタが魔法世界に転生したら、現代兵器で軍隊ハーレムを作っちゃいまし
た!?/勇者と紋章のラグナロク
【少年エース】（KADOKAWA）

異世界迷宮でハーレムを/異世界チート魔術師/29 歳独身は異世界で自由に生
きた……かった。/田舎のホームセンター男の自由な異世界生活/ネクストライフ
/元・世界 1 位のサブキャラ育成日記 ～廃プレイヤー、異世界を攻略中！～/
真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフ
することにしました/ライセカミカ/けものみち/フリーライフ ～異世界何でも屋奮
闘記～/あの愚か者にも脚光を！

【電撃大王】（KADOKAWA）

異世界帰りのおっさんは父性スキルでファザコン娘達をトロトロに/魔王討伐した
あと、目立ちたくないのでギルドマスターになった/野人転生/死神に育てられた
少女は漆黒の剣を胸に抱く/魔王のかわいいヤマダはよいこ

【B's-LOG COMIC】（KADOKAWA）

異世界トリップしたその場で食べられちゃいました/妹に婚約者を譲れと言われ
ました 最強の竜に気に入られてまさかの王国乗っ取り？/魔法世界の受付嬢に
なりたいです/悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される/メニューをどうぞ 〜異世
界レストランに転職しました〜/ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くん
と解説の小林さん/31 番目のお妃様/最強の鑑定士って誰のこと？ 〜満腹ごは
んで異世界生活〜/あなたに捧げる赤い薔薇/スキル『台所召喚』はすごい！
〜異世界でごはん作ってポイントためます〜/アルバート家の令嬢は没落をご所
望です/大公妃候補だけど、堅実に行こうと思います/屋根裏部屋の公爵夫人/
狼領主のお嬢様/お前みたいなヒロインがいてたまるか！/転生してヤンデレ攻
略対象キャラと主従関係になった結果
【ヤングエース】（KADOKAWA）

理想のヒモ生活/異世界居酒屋「のぶ」/ラストラウンド・アーサーズ

「マガジン☆WALKER」は、月額 500 円（税抜）で一般誌とマンガ誌が楽しめる定額制の電子雑誌読み放
題サービス（※1） として、2016 年 12 月 5 日にサービスを開始しました。マンガ誌を含め 80 誌以上の雑誌
を配信しており、契約月の初月は無料となるキャンペーンを行っております。（※2） 詳細は下記のリンクよ
りご確認ください。
配信雑誌一覧：
https://magazinewalker.jp/magazine_list?utm_source=prtimes&utm_medium=mw_pr&utm_campaign=20191004

＜アプリでの閲覧はこちらから＞
Android™版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.magazinewalker.app01

iOS 版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1176497518?mt=8

■配信中の雑誌一覧(出版社五十音順）
マンガ誌

出版社名

雑誌名

秋田書店

カチ COMI
チャンピオン RED
プチプリンセス

KADOKAWA

月刊 ASUKA

月刊コミックアライブ
月刊コミックキューン
月刊コミックフラッパー
月刊コミックビーム
コミック電撃だいおうじ
COMIC フルール
コンプエース
CIEL
少年エース
TL☆濡恋乙女キュア
電撃大王
電撃マオウ
電撃萌王
ドラゴンエイジ
BL☆美少年ブック特濃
B's-LOG COMIC
B's-LOVEY recottia
ヤングエース
幻冬舎コミックス

ルチル

ジュリアンパブリッシング

G-Lish

祥伝社

onBLUE
FEEL YOUNG

少年画報社

月刊ヤングキングアワーズ GH
ヤングキングアワーズ
ヤングコミック

新書館

ウィングス

新潮社

月刊コミックバンチ

大洋図書

iHertZ

ノース・スターズ・ピクチャーズ

月刊コミックゼノン

双葉社

月刊アクション
漫画アクション

フロンティアワークス

ダリア

ぶんか社

禁断 Lovers
無敵恋愛 S*girl

マイクロマガジン社

コミックライド

リイド社

コミック乱ツインズ

リブレ

ショコラブ

ゲーム・アニメ・声優誌
学研プラス

アニメディア
オトメディア
声優アニメディア
メガミマガジン

KADOKAWA

週刊ファミ通
電撃 G's magazine
電撃 PlayStation
B's-LOG

主婦と生活社

PASH!

主婦の友社

声優グランプリ

徳間書店

アニメージュ
Nintendo DREAM

その他一般誌
エムオン・エンタテインメント

デジモノステーション

学研プラス

CAPA
GetNavi
ムー

KADOKAWA

関西ウォーカー
九州ウォーカー
月刊ザテレビジョン
サラブレ
3 分クッキング（日本テレビ）
週刊アスキー
ザテレビジョン
東京ウォーカー
ダ･ヴィンチ
DVD&動画配信でーた
東海ウォーカー
横浜ウォーカー
レタスクラブ

サイゾー

サイゾー

主婦と生活社

ar
JUNON

晋遊舎

家電批評
MONOQLO

スターツ出版

OZmagazine

世界文化社

Begin
MEN’S EX

徳間書店

月刊エンタメ
週刊アサヒ芸能（Lite 版）

双葉社

週刊大衆

*表に記載の無い媒体は下記よりご確認いただけます。
https://magazinewalker.jp/magazine_list?utm_source=prtimes&utm_medium=mw_pr&utm_campaign=20191004

*参加出版社数は 27 社、配信中の媒体数は、マンガ誌 41 誌、ゲーム・アニメ・声優誌 12 誌、その他一
般誌 30 誌となります。（2019 年 10 月 4 日現在）
*参加媒体につきましては随時更新いたします。
■「初月無料」キャンペーンについて
概要

マガジン☆WALKER では、 初回登録時限定の“初月無料お試しキャンペーン”を行っ
ております。

（※2）

初月無料特典

契約が成立した初月においては、契約成立日から当月の末日まで、無料でご利用い

について

ただけます（初回登録時のみ）。

キャンペーン詳

https://magazinewalker.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=mw_pr&utm_campaign=

細 URL

20191004

■「マガジン☆WALKER」とは
概要

「マガジン☆WALKER」は、総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」の姉妹サービスと
して株式会社ブックウォーカーが提供する定額制の電子雑誌読み放題サービスです。

*サイト画面イメージ
運営会社

株式会社ブックウォーカー
https://bookwalker.jp

サービス開始日 2016 年 12 月 5 日（月）
月額使用料

500 円（税抜）

支払方法

クレジットカード払い、コンビニ・銀行（Pay-easy）決済

公式サイト

https://magazinewalker.jp/

利用環境

パソコン、スマートフォン、タブレット各端末

対応 OS

【スマートフォン/タブレット】
・Android
アプリでご利用の場合：OS4.3～9.0
ブラウザでご利用の場合：OS4.0 以降の標準インターネットブラウザ
・iOS
アプリでご利用の場合：OS9.0～12.3
ブラウザでご利用の場合：OS9.0 以降の標準インターネットブラウザ
※iPod touch は非対応です。
【パソコン】
・Microsoft Windows 7 以上
・Mac OS 10.11 以上
・推奨ブラウザ
Internet Explorer 11.0 以上／Microsoft Edge 20.x 以上／Safari 9.0 以上／Chrome
45 以上

対応言語

日本語

利用方法

「マガジン☆WALKER」へのお申し込みは、「BOOK☆WALKER」アカウントによる登録、
もしくは Twitter、Facebook アカウントによる登録が可能です。お支払い方法は、月額
払い（クレジットカード決済）または、先払い（コンビニ・銀行決済）からお選びいただけ
ます。

特徴

① マンガ誌を含む人気雑誌が、月額 500 円（税抜）で読み放題
「マガジン☆WALKER」では、マンガ誌をはじめ、週刊誌、女性誌、ライフスタイル誌な
どの人気雑誌が読み放題となります。男性マンガ誌、女性マンガ誌、BL、TL 作品に加
え、アニメ誌、ゲーム誌、声優誌が充実している点がラインアップの特徴となっていま
す。
② ブラウザでの閲覧が可能
パソコン、スマートフォン、タブレット各端末から利用でき、ブラウザでの閲覧が可能で
す。ブラウザとアプリを使えば、通勤、通学時はもちろん日常のどのシーンでも便利に
お楽しみいただけます。
③ お気に入り雑誌の登録機能で「読み忘れ」を防止
お気に入り登録した雑誌は、総合 TOP の画面上位やアプリに表示することができ、自
動ダウンロードや PUSH 通知の機能を使って「読み忘れ」を防止することもできます。
④ 最新号配信開始など便利な情報をタイムリーにお届け
メールマガジンや PUSH 通知を設定いただくことで、最新号配信開始など便利な情報
をタイムリーにお届けします。メールマガジン配信設定は Web サイトのマイページか
ら、PUSH 通知の設定はアプリから、お手軽に設定いただけます。

（※1）閲覧開始時期および閲覧できる記事や内容について、紙の誌面と異なる場合がございます。雑誌
により、閲覧可能期間は異なります。
（※2）無料利用期間終了後は 1 カ月ごとに自動課金となります。
報道発表資料に記載された情報は、発表日時点のものです。仕様、内容、お問い合わせ先など、予告な
く変更される可能性がございます。あらかじめご了承ください。
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社ブックウォーカー ストア事業部 担当：山本
T el : 03-5216-8312 F ax : 03-3238-9086 Ma il :info@magazinewalker.jp

公式サイトURL： https:/ /magazinewalker.jp/

