NEWSRELEASE
2017 年 10 月 26 日
株式会社ブックウォーカー

少年エース×マガジン☆WALKER、コラボキャンペーン
『少年エース』表紙イラスト使用
ギフトカードを抽選で 10 名様にプレゼント
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：安本洋一）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）」では 10 月 26 日（木）から 11 月 7 日
（火）まで、マガジン☆WALKER 公式 Twitter キャンペーンを開催いたします。
マガジン☆WALKER の公式 Twitter（@MAGAZINE_WALKER）をフォロー＆指定ツイートを RT すると、総
合電子書籍ストア BOOK☆WALKER の電子書籍の購入にご利用いただける 1000 円分のオリジナルギ
フトカードが抽選で 10 名様に当たります。
今回実施する少年エース編集部とのコラボレーションでは、最新号『少年エース 2017 年 12 月号』の表
紙を飾る「けものフレンズ」のメインキャラクター“サーバル”の新規イラストをデザインしたギフトカードを
プレゼントします。

『少年エース』では、全国各地で開催している「けものフレンズ」と動物園とのコラボイベントや、新刊書
籍、展覧会情報をまとめた「けものフレンズ プロジェクト通信」を掲載中です。最新号『少年エース 2017
年 12 月号』は、マガジン☆WALKER で配信しております。
マガジン☆WALKER は、人気のマンガ誌、一般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。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ので、この機会にぜひマガジン☆WALKER
をお試しください。
＜キャンペーン概要＞
▼キャンペーン名：マガジン☆WALKER 公式 Twitter キャンペーン＜コラボ企画第 7 弾＞
▼キャンペーン URL：
https://magazinewalker.jp/campaign/201711_10/?utm_source=prc&utm_medium=mw_pr&utm_campaign=20171026

▼開催期間
2017 年 10 月 26 日（木）12:00～2017 年 11 月 7 日（火）23:59
【応募資格・方法】
どなたでもご応募いただけます。
マガジン☆WALKER の Twitter 公式アカウント（@MAGAZINE_WALKER）をフォローし、公式アカウントがツ
イートするキャンペーンツイートを RT してください。
※本キャンペーン開始以前に公式 Twitter アカウントをフォローしていた方も、指定ツイートを RT するこ
とで対象となります。
※指定ツイートは 2017 年 10 月 26 日（木）の 12 時ごろにツイートします。
【賞品】
BOOK☆WALKER コイン 1000 円分の『少年エース』表紙イラストオリジナルギフトカード（10 名様）
※当選後、コインのお受け取り・ご利用には BOOK☆WALKER 会員登録（無料）が必要となります。
▼『少年エース』公式サイト
https://web-ace.jp/shonenace/

【当選者の発表について】
・当選者の発表は DM の通知をもってかえさせていただきます。当選者には 11 月 17 日（金）までに
Twitter の DM で通知いたします。
・上記 DM で通知された入力フォームに送付先情報をご入力ください。
【賞品の発送について】
・本キャンペーンでの賞品の発送は 2017 年 11 月下旬を予定しています。
・コインの取得・使用期限は 2017 年 12 月 31 日（日）23：59 までとなります。
【注意事項】
・本キャンペーンの条件を満たしていない場合、応募は無効とさせていただきます。
・複数の Twitter アカウントによる応募が行われ、同一人物であると弊社にて判断した場合、応募は無効
とさせていただきます。
・不正な行為が確認された場合、弊社の判断により、抽選対象外とさせていただく場合があります。
・キャンペーンの内容、期間、賞品につきましては予告なく変更する場合があります。
・以下に該当する場合は抽選の対象外とさせていただきます。
①懸賞応募用アカウントをご利用の場合
②非公開設定（鍵付き）アカウントをご利用の場合
③ボット（bot）アカウントをご利用の場合
・当選・落選に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

・ご提供いただいた送付先へ、転居先不明等の理由により賞品を配達できない場合は、ご応募・ご当選
の権利が無効となる場合がございます。
・賞品の発送は日本国内に限定させていただきます。
・賞品のネットオークション等での転売につきましては固く禁止いたします。
【個人情報の取扱いについて】
・ご提供いただいた個人情報につきましては、賞品の発送にのみ利用いたします。
・その他の個人情報の取扱いにつきましては、弊社プライバシーポリシーをご確認ください。
https://bookwalker.jp/info/privacy/
「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=prc&utm_medium=mw_pr&utm_campaign=20171026
＜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
GOLF コミック
プチプリンセス

KADOKAWA

月刊 ASUKA
月刊コミックキューン
月刊コミックフラッパー
COMIC it
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
CIEL
少年エース
TL☆濡恋乙女キュア

電撃 G's コミック
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
幻冬舎コミックス

コミックバーズ

ジュリアンパブリッシング

aQtto！

祥伝社

onBLUE
FEEL YOUNG

少年画報社

月刊ヤングキングアワーズ GH
ヤングコミック

新書館

ウィングス

大洋図書

iHertZ

徳間書店

月刊 COMIC リュウ

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
毒りんご comic

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

リイド社

コミック乱ツインズ

リブレ

乙蜜マンゴスチン

一般誌
出版社名

雑誌名

朝日新聞出版

AERA
週刊朝日

エムオン・エンタテインメント

andGIRL
デジモノステーション

学研プラス

アニメディア
CAPA
GetNavi
ムー
声優アニメディア

KADOKAWA

関西ウォーカー

サラブレ
3 分クッキング
週刊アスキー
週刊ザテレビジョン PLUS
週刊 東京ウォーカー＋
週刊ファミ通
ダ･ヴィンチ
DVD&ブルーレイでーた
電撃 G's magazine
電撃 PlayStation
東海ウォーカー
九州ウォーカー
北海道ウォーカー
横浜ウォーカー
レタスクラブ
講談社

ViVi
with

光文社

JJ
女性自身
FLASH

サイゾー

サイゾー

主婦と生活社

ar
JUNON
PASH!

主婦の友社

声優グランプリ
Ray

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

週刊アサヒ芸能（Lite 版）

双葉社

週刊大衆

マガジンハウス

anan

*配信雑誌の全ては下記のリンクよりご確認いただけます。
https://magazinewalker.jp/magazine_list/?utm_source=prc&utm_medium=mw_pr&utm_campaign=20171026

*参加媒体につきましては随時追加いたします。

■「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=prc&utm_medium=mw_pr&utm_campaign=201

細 URL

71026

■「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。
https://magazinewalker.jp

*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

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

iOS7.0 以降、Android™ 4.3 以降、Microsoft Windows 7 以上 Mac OS 10.11 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」への会員登録と、クレ
ジットカードの登録が必要となります。

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 作品など
幅広いラインアップになっています。
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 プラットフォーム事業部 担当：佐藤
T el : 03-3238-5461 F ax : 03-3238-9086 Ma il :info@bookwalker.co.jp

公式サイトURL：https://magazinewalker.jp

