NEWS RELEASE

2014年4月28日
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ
アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー

報道関係各位

アニメも！ ゲームも！ ノベルも！
人気タイトルだけを集めたメディアミックスコミック誌

４月３０日(水)誕生！
「電撃G’sマガジン」もパワーアップ＆リニューアル!!
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー（本社：東京都千代田区、代
表取締役社長：松原眞樹、ブランドカンパニー長：塚田正晃、以下アスキー・メディアワークス）では、発
行する美少女系コンテンツ雑誌「電撃G’sマガジン」からコミックコンテンツを独立させ、電撃ブランドの新
コミック誌「電撃G’sコミック」を4月30日（水）より刊行いたします。
「電撃G’sマガジン」では、これまで、ゲーム、アニメ、フィギュアなどコンテンツのメディアミックス情報と、
人気アニメ、ゲームなどのコミカライズ作品の2本柱を中心に掲載してまいりました。しかし、昨今のメディ
アミックスを巡る状況は活況を呈しており、数多く発表されるアニメ作品やゲームの高いクオリティや世
界観、そこから派生する数々のコンテンツは多くのファンを引き付け、一大市場を形成しております。
「電撃G’sマガジン」には、そうした人気アニメやゲームなどのメディアミックスについて、より深く濃い
情報を求める声と、コミック作品の一層の充実を望む声が寄せられ、それぞれの読者ニーズに応えるた
め「電撃G’sマガジン」からコミック部分を独立、みんなが読みたい人気タイトルだけを集めたメディアミッ
クスコミック誌「電撃G’sコミック」を立ち上げることとなりました。「電撃G’sコミック」には「電撃G’sマガジ
ン」連載コミックタイトルに加え、『ラブライブ！ School idol diary』をはじめとする強力な新連載をライン
アップしております。また、「電撃G’sマガジン」も、これまでのAB判からA4ワイド判へ判型を大きくして内
容をリニューアル、4月期スタートのTVアニメ『ラブライブ！』や『魔法科高校の劣等生』など、旬なタイトル
の情報やオリジナル企画を満載し、「電撃G’sコミック」と同じ4月30日（水）に刊行いたします。また、「電
撃G’sコミック」と「電撃G’sマガジン」2誌が連動する『ラブライブ！』3号連続付録も付きます。
さらに、有料の電子版「電撃G’sコミック」「電撃G’sマガジン」の配信も4月30日（水）から開始、スマー
トフォンやタブレットなどでも両誌をお楽しみいただけます。なお、2012年10月から月2回無料配信してい
る電子版「電撃G’sコミック 赤／青」につきましては、「電撃G’sコミック」の一部作品が読めるお試し版と
して、引き続き無料配信いたします。
新たに誕生する「電撃G’sコミック」と、リニューアルしパワーアップした「電撃G’sマガジン」にご注目く
ださい。
【本件に関する報道関係からのお問い合わせ先】
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー
事業推進局
TEL：03-5216-8123
FAX：03-5216-8124
E-mail：amw-pr@ml.kadokawa.jp
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■「電撃G’sコミック」概要
誌名：

電撃G’sコミック （読み：デンゲキジーズコミック）

発行形態： 月刊・毎月30日頃発売
判型：

B5変型判

製本仕様： 無線綴じ、右開き
定価：

630円（本体583円）

刊行開始： 2014年4月30日
発行・発売： 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ
公式サイト： http://gs.dengeki.com/
（4月28日リニューアルオープン予定）

★「電撃G’sコミック」Vol.1仕様
↑ 「電撃G’sコミック」Vol.1表紙

★新連載ラインアップ

発売日： 4月30日（水）

ページ数： 456ページ

定価： 630円（本体583円）

『ラブライブ！ School idol diary』
原作：公野櫻子、作画：おだまさる、キャラクターデザイン：室田雄平
4 月より TV アニメ 2 期放送開始の『ラブライブ！』。公野櫻子氏が執
筆する小説『School idol diary』をコミック化！
ⓒ2014 SAKURAKO KIMINO ⓒ2013 プロジェクトラブライブ！

『やがて魔剱のアリスベル』
原作：赤松中学、作画：滝乃大祐、キャラクターデザイン：閏月戈
電撃文庫の人気異能アクションファンタジー、堂々スタート！
ⓒChugaku Akamatsu

『戦国†恋姫 ～乙女絢爛☆戦国絵巻～』
原作：BaseSon、作画：天海雪乃
戦国武将がみんな女の子！ 新たな『恋姫』の本編コミカライズ！
電撃大王 6 月号（4 月 26 日発売）、電撃 HIME5 月号（3 月 28 日発
売）でも『戦国†恋姫』コミカライズを連載開始。
ⓒBaseSon

★Vol.2（5 月 30 日発売予定）より連載開始！

『天使の 3P！』
原作：蒼山サグ、作画：水谷悠珠、キャラクターデザイン：てぃんくる
電撃文庫『ロウきゅーぶ！』の蒼山サグ氏の新作小説をコミカライズ！
ⓒSAGU AOYAMA
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★「電撃G’sマガジン」から「電撃G’sコミック」への移籍タイトル
ラブライブ！

ソードアート・オンライン
プログレッシブ

Angel Beats!
-Heaven’s Door-

原作：公野櫻子
作画：鴇田アルミ
キャラクターデザイン：室田雄平

原作：川原 礫
作画：比村奇石
キャラクターデザイン：abec

原作：麻枝准（Key）
作画：浅見百合子
キャラクター原案：Na-Ga（Key）

ⓒ2014 SAKURAKO KIMINO/ARUMI
TOKITA
ⓒ2013 プロジェクトラブライブ！

ⓒREKI KAWAHARA

ⓒVisualArt’s/Key ⓒVisualArt’s /
Key/Angel Beats! Project

『俺の後輩がこんなに可愛いわけがない』
（原作：伏見つかさ、作画：いけださくら、キャラクターデザイン：かんざきひろ）
『ロウきゅーぶ！』
（原作：蒼山サグ、作画：たかみ裕紀、キャラクターデザイン：てぃんくる）
『さくら荘のペットな彼女』 （原作：鴨志田一、作画：草野ほうき、キャラクターデザイン：溝口ケージ）
『リトルバスターズ！End of Refrain』
（原作：Key、作画：ZEN、キャラクターデザイン：Team Little Busters!）
『リトルバスターズ！EX The 4コマ』 （原作：Key、作画：笹桐ゆうや）
『大図書館の羊飼い』
（原作：オーガスト、作画：佐々木あかね）
『アイドライジング！』
（原作：広沢サカキ、作画：藤島真ノ介、キャラクターデザイン：CUTEG）
『アイドライジング！外伝 オリンライジング！』
（原作：広沢サカキ、作画：風華チルヲ、キャラクターデザイン：CUTEG）
『Rewrite:SIDE-B』
（原作：Key、作画：東条さかな）
（順不同）

★「電撃G’sコミック」Vol.1付録・特典
①『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』特典アイテムシリアルコード
②『ラブライブ！』モバ☆デコステッカーセット02（高坂穂乃果、南ことり、園田海未）
スマートフォンやタブレットなど、身の回りのアイテムをμ'sのメンバーでデコレーションできます。
『ラブライブ！』モバ☆デコステッカーセット

『ラブライブ！』モバ☆デコステッカーセットは、
「電撃G’sコミック」と「電撃G’sマガジン」が連動
した3号連続付録です。4月発売号から6月発売号
の合計6誌に付くステッカーをすべて集めると、
『ラブライブ！』に登場するグループ、μ's（ミュー
ズ）のメンバー9人全員が揃います。
・4月30日（水）発売号：
2年生（高坂穂乃果、南ことり、園田海未）
・5月30日（金）発売予定号：
1年生（西木野真姫、星空凛、小泉花陽）
・6月30日（月）発売予定号：
3年生（絢瀬絵里、東條希、矢澤にこ）

「電撃G’sマガジン」
6月号付録

「電撃G’sコミック」
Vol.1付録

※両誌付録で『ラブライブ！』2年生3人のイラストが揃います。

3

★「電撃G’sコミック」「電撃G’sマガジン」電子版配信について
「電撃G’sコミック」「電撃G’sマガジン」ともに、紙版発売日と同日に電子版配信を開始いたします。
配 信 日： 紙版と同日
価

格： 電撃G’sマガジン 価格900円（税込）
電撃G’sコミック 価格600円（税込）

掲載内容： 紙版に準ずる
※電子版には付録およびプロダクトコードは未収録です。紙版とは一部記事の内容が異なります
配信サイト： BOOK☆WALKER（http://bookwalker.jp/） ほか 取扱い順次拡大予定
※スマートフォン・タブレット・PCより上記サイトにアクセス
なお、2012年10月から月2回無料配信している電子版「電撃G’sコミック 赤／青」につきましては、
「電撃G’sコミック」の一部作品が読めるお試し版として、引き続き無料配信をいたします。

■リニューアル後の「電撃G’sマガジン」について

誌名：

電撃G’sマガジン （読み：デンゲキジーズマガジン）

発行形態： 月刊・毎月30日発売
判型：

A4ワイド判

製本仕様： 無線綴じ、右開き
定価：

990円（本体917円）前後

刊行開始年月： 1992年12月
発行・発売： 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ
公式サイト： http://gs.dengeki.com/
（4月28日リニューアルオープン予定）

↑ 「電撃G’sマガジン」2014年6月号表紙

★「電撃G’sマガジン」リニューアル号（2014年6月号）仕様
発売日： 4月30日（水） ページ数： 168ページ
特別価格： 1,200円（本体1,111円）

★リニューアル後の特長
【1】徹底特集主義……知りたい情報をより深く、濃く提供します
【2】サイズ拡大！ 面積130％……見たいところをより大きく、キレイに見せます
【3】電子配信同時スタート……「BOOK☆WALKER」他でいつでもどこでも読めます
【4】電撃G’sマガジン公式サイトもリニューアル……ウェブオリジナルのコンテンツが充実します

●電撃G’sマガジン公式サイトリニューアルについて
「あらゆる美少女コンテンツを追いかける電撃エンタメサイト」を目指し、これまでの「G‘ｓマガジ
ン」本誌の情報を紹介する内容から、アニメ、ゲーム、フィギュアなど美少女コンテンツの最新
情報を発信するニュースサイトへとリニューアルします。
＜特徴＞
①あらゆる美少女コンテンツを網羅…アニメ、ゲーム、グッズ、フィギュア、イベントなど
②専門誌ならではの発信力…編集部独自の視点で、旬なコンテンツの最新情報を紹介
③ウェブ独自の連載企画…本誌連動企画や様々な特集企画などを展開します
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★リニューアル記念 3号連続付録
・『ラブライブ！』にいてんごフィギュア
「電撃G’sマガジン」リニューアル記念として『ラブライブ！』にいてんごフィギュアが、3カ月連続付録で
登場します。

第1弾 6月号付録
南ことり

第2弾 7月号付録
矢澤にこ

第3弾 8月号付録
西木野真姫

ⓒ2014 SAKURAKO KIMINO ⓒ2013 プロジェクトラブライブ！

・『ラブライブ！』モバ☆デコステッカーセット01（高坂穂乃果、南ことり、園田海未）
※『電撃G’sコミック』との連動付録。3ページ下方の情報をご参照ください。

★「ラブライブ！みんな集まれキャンペーン」実施！
応募者全員に特製グッズをプレゼントするキャンペーンを実施します。
2014年4月から6月にかけて発売される「電撃G’sコミック」「電撃G’sマガジン」などの対象商品に付い
ている応募券を、ユニットメンバー3人ごとに集めて応募すると、「ユニット賞」として特製クリアファイル
を1枚プレゼントします。また、メンバー全員となる9種類の応募券を揃えて応募すると、「μ‘s賞」とし
て特製グッズ3点セット（公野櫻子メッセージ入りスペシャルポスター、特製クリアファイル2枚）をプレゼ
ントいたします。キャンペーンの詳細・応募要項は、以下のキャンペーン公式サイトをご覧ください。
●キャンペーン期間： 2014年4月30日（水）～8月25日（月）
●キャンペーン公式サイト： http://gs.dengeki.com/minna

＜ご参考＞

■アスキー・メディアワークス ブランドカンパニーとは
アスキー・メディアワークスなど事業会社8社が、ＫＡＤＯＫＡＷＡ合併後もそれぞれのブランドのもとで
自由に事業を展開、発展させていくための新しい組織概念が『ブランドカンパニー』です。
アスキー・メディアワークス ブランドカンパニーは、「電撃」「アスキー」「魔法のiらんど」の3つのブラン
ドを軸に、エンターテインメント分野を中心とした事業を展開。出版を基盤に、ウェブ・モバイル、電子書
籍、アプリ、映像、音楽、グッズ、ゲーム、イベントなど、メディアを超えてコンテンツをプロデュースしてい
ます。
●ＫＡＤＯＫＡＷＡオフィシャルサイト： http://www.kadokawa.co.jp/
●アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー公式サイト： http://asciimw.jp/
以上
5

