NEWSRELEASE
2019 年 4 月 20 日
株式会社ブックウォーカー

電子雑誌読み放題「マガジン☆WALKER」
人気マンガ誌『月刊コミックバンチ』（新潮社）配信開始！
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）」は 4 月 20 日（土）、『月刊コミックバン
チ』（新潮社）の配信を開始いたしました。
『月刊コミックバンチ』は、2011 年に創刊されたマンガ誌です。“マンガを愛する全世代の読者が楽しめる
雑誌”をコンセプトに、娯楽活劇、歴史ミステリー、ファンタジー、さらに文学作品を原作としたコミカライズ
まで幅広いジャンルの作品を収録しています。
TV アニメ化された「BTOOOM!」のスピンオフ「BTOOOM! U-18」（原作：井上淳哉/漫画：伊藤洋樹）や、
TV ドラマ化もされ女性読者から支持されている「いつかティファニーで朝食を」（マキヒロチ著）、死者とそ
の案内人のドラマを描いた「死役所」（あずみきし著）などの人気作を収録。そのほか、平安時代を舞台に
菅原道真らの活躍を描く「応天の門」（灰原薬著）や、戦記漫画「軍靴のバルツァー」（中島三千恒著）、
「白い巨塔」（原作：山崎豊子/漫画：安藤慈朗）といった作品が連載中です。
今回配信となる最新号（2019 年 6 月号）は、通巻 100 号を記念する特大号。新連載「雨宮教授のお茶の
時間」（鷹野久著）もスタートします。ぜひこの機会に、マガジン☆WALKER でお楽しみください。

「マガジン☆WALKER」は 2016 年のサービス開始以来、ラインアップを充実させる取り組みを推進。今回
配信する『月刊コミックバンチ』をはじめ、『少年エース』『月刊コミックゼノン』『チャンピオン RED』『月刊ア
クション』『ヤングコミック』『ヤングキングアワーズ』などマンガ誌、『週刊ファミ通』『電撃 PlayStation』など
ゲーム誌、『アニメージュ』『声優アニメディア』『声優グランプリ』といったアニメ・声優誌など、最新号を多
数配信しております。

■マガジン☆WALKER で配信中！充実の青年マンガ誌ラインアップ （※タイトル名昇順）
【月刊アクション】（双葉社）

リアリティあふれる作品が注目を集める青年マンガ誌
TV アニメ化された「うちのメイドがウザすぎる！」（中村カンコ著）をはじめ、日常とファ
ンタジーの世界が交錯する娯楽作を多数世に送り出している本誌。「ノブナガ先生の
幼な妻」（紺野あずれ著）や、「超可動ガール」シリーズ最新作「超可動ガールズ」
（ÖYSTER 著）など、2019 年アニメ放送と合わせて楽しみたい作品も連載中です。
【月刊コミックゼノン】（ノース・スターズ・ピクチャーズ）

大人の夢、ロマンを刺激する作品が満載
名作「CITY HUNTER」の世界が蘇る「今日から CITY HUNTER」をはじめ、夢やロマン
あふれる作品が魅力の本誌。男性の共感を呼ぶ作品に加え、16 世紀フィレンツェが
舞台の「アルテ」（大久保圭著）など、女性にもおすすめしたい作品が多数収録されて
います。
【月刊コミックバンチ】（新潮社）

普遍性あるテーマやドラマで読者を魅了する “全世代向けマンガ誌”
娯楽活劇、歴史ミステリー、文学作品を原作としたコミカライズなど、多彩に展開する
本誌。「応天の門」（灰原薬著）、「いつかティファニーで朝食を」（マキヒロチ著）、「死
役所」（あずみきし著）など、登場人物が織り成すドラマを繊細に描写した人気作が、
多数収録されています。
【月刊コミックビーム】（KADOKAWA）

存在感を放ち続ける異色のマンガ誌
2018 年の第 21 回文化庁メディア芸術祭 マンガ部門 メディア芸術祭賞（文部科学
大臣賞）で、優秀賞及び新人賞に連載作品から 3 タイトルが選ばれるなど存在感を
放ち続ける本誌。SF 巨編「イムリ」（三宅乱丈著）や、人気作「目玉焼きの黄身 いつ
つぶす？」（おおひなたごう著）など、多彩な作品を収録しています。
【月刊ヤングキングアワーズ GH】（少年画報社）

“エロ・ギャグ・バイオレンス”青年誌の魅力が詰まったマンガ誌
ファンタジーの要素を取り入れた日常ドラマからアクションまで、多彩に展開する本
誌。人気作「玉キック」（原作：光永康則/漫画：いのまる）をはじめ、セクシーな魅力で
ドラマを盛り上げる各作品のヒロインも見どころです。「蒼き鋼のアルペジオ」のトリビ
ュート作「メンタルモデル・リサーチ」（一葵さやか著）など新連載にもご注目ください。
【チャンピオン RED】（秋田書店）

大胆なリメイク＆リブートも注目を浴びる、娯楽作たっぷりのマンガ誌
SF 戦記、ファンタジー、アクション、現代が舞台の人間ドラマまで幅広いジャンルの作
品を収録。リメイクやリブート作品も注目を浴びており、名作「どろろ」が原作の「どろ
ろと百鬼丸伝（原作：手塚治虫／漫画：士貴智志）」、TV アニメ化された「聖闘士聖矢
セインティア翔（原作：車田正美／漫画：久織ちまき）」などの人気作を連載中です。

【漫画アクション】（双葉社）

世代を超えて読み継がれる青年マンガのパイオニア
「ルパン三世」「クレヨンしんちゃん」など国民的人気作を数多く生み出してきたマンガ
誌。「このマンガがすごい！2019（宝島社）」オトコ編第 7 位にランクインした注目作「ル
ーザーズ～日本初の週刊青年漫画誌の誕生～」（吉本浩二著）や、「達人伝～9 万里
を風に乗り～」（王欣太著）など、大人向けの娯楽作を多数収録しています。
【ヤングキングアワーズ】（少年画報社）

壮大な作品世界を巧みに造形する作家陣の競演に注目！
歴史大河、SF 戦記、ファンタジー作品から日常ドラマまで掲載する本誌。TV アニメ化
された「蒼き鋼のアルペジオ」（Ark Performance 著）や「ドリフターズ」（平野耕太著）、
「真・一騎当千」（塩崎雄二著）など人気作を連載しています。連載作家陣が巧みな筆
致で描き出す壮大な作品世界は、漫画ファン必見です。
【ヤングコミック】（少年画報社）

官能的な要素が読者を魅了する青年マンガ誌
現実味ある世界からファンタジーの世界まで、日常や恋愛をテーマに多彩な作品を
収録する本誌。「従姉妹のお姉さんは家事ができない」（カタセミナミ著）、「ふたりのお
うち」（艶々著）など、人気作を連載中です。読者を惹きつける官能的な要素にご注目
ください。
「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=20190420

＜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 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
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
毒りんご comic
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

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
サラブレ
3 分クッキング（日本テレビ）
週刊アスキー
週刊ザテレビジョン PLUS
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=20190420

*参加出版社数は 26 社、配信中の媒体数は、マンガ誌 42 誌、ゲーム・アニメ・声優誌 12 誌、その他一
般誌 29 誌となります。（2019 年 4 月 20 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

20190420

■「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：OS4.0～7.0 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：OS9.0～12.1
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」への会員登録が必要です。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 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@magazinewalker.jp

公式サイトURL： https:/ /magazinewalker.jp/

