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株式会社ヒーローズ

最新コミックス第１２巻発売の『ULTRAMAN』が表紙!!
新連載や話題作が満載の月刊ヒーローズ８月号発売！
月刊ヒーローズ８月号 ６月３０日発売
ヒーローズコミックス７月新刊 ７月５日発売

株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：白井勝也）は、2018年6月30日（土）
に「月刊ヒーローズ」2018年8月号を発売します。また、7月5日(木)にはヒーローズコミックス7月新刊の
5タイトル、『ULTRAMAN』（第12巻）、『さすがの猿飛G』（第2巻）、『ぺろり！スタグル旅』（第3巻）、『能
田達規作品集 おまつり！ピース電器店』（全1巻）、『鉄のラインバレル 完全版』（第8巻）を発売しま
す。
「月刊ヒーローズ」8月号の表紙を飾るのは、7月5日（木）にコミックス第12巻を発売する『ULTRAMAN』
（清水栄一×下口智裕）。また、新連載となる2作品、DCコミックスを代表するスーパーヒーローが登場
する『ニンジャバットマン』（原作：DCコミックス、漫画：久正人）が巻頭カラー、『トリガー』『蟻地獄』のコ
ンビによる『マグナレイブン』（作画：武村勇治、原作：板倉俊之）が巻中カラーで登場。さらに、大反響
の新連載第3回『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』（柴田ヨクサル、協力：石森プロ 東映）や、7
月5日（木）にコミックス第2巻を発売する『さすがの猿飛G』（細野不二彦）、Netflixにてアニメ『ソードガイ
The Animation』が全世界配信中の『ソードガイ ヱヴォルヴ』（キャラクターデザイン：雨宮慶太、原作：
井上敏樹、漫画：木根ヲサム）など強力ラインアップが満載。
また、コミックス『能田達規作品集 おまつり！ピース電器店』発売を記念して、新エピソードを描いた
特別読切『おまたせ！ピース電器店』（能田達規）を掲載しています。
本誌発売にともない、公式WEBサイト（http://www.heros-web.com/）では、6月30日（土）0時より、8月
号掲載15作品の最新話試し読みコンテンツを公開します。
最新コミックス第１２巻発売の『ULTRAMAN』が表紙
「月刊ヒーローズ」8月号では、7月5日（木）にコミックス第12巻を発売
する『ULTRAMAN』（清水栄一×下口智裕）が表紙で登場。
2019年にアニメ化されることが決定している『ULTRAMAN』。アニメー
ション制作は快調で、今後随時詳細が発表される予定です。コミックス
第12巻では、通常版に加え、作中での登場も予定されている新スーツ
のフィギュア付き特装版を発売します。フィギュアは、新カラーリングや
ディテールの追加が行われる予定の「Bタイプスーツ」。ファン垂涎のア
イテムに注目です。
また、同作者による『鉄のラインバレル 完全版』第8巻の同日発売を
記念して、“生原画”プレゼント企画を開催。『ULTRAMAN』第12巻と『鉄
のラインバレル 完全版』第8巻、それぞれの帯に付属している応募券2
枚（各作品1枚）を一口にして、はがきに添付して応募すると、「サイン入
り“生原画”」を抽選で4名の方にプレゼントします。詳しくは各コミックス
の帯にてご確認ください。

「ULTARAMAN」第 78 話 扉ページ
©清水栄一×下口智裕／ヒーローズ

【アニメ情報】
『ULTRAMAN』 2019年アニメ化（予定）

監督：神山健治（『攻殻機動隊 S.A.C』シリーズほか）×荒牧伸志（『APPLESEED』ほか）
制作：Production I.G×SOLA DIGITAL ARTS
◇アニメ『ULTRAMAN』公式サイト
http://anime.heros-ultraman.com/
新連載攻勢第２弾『ニンジャバットマン』が巻頭カラー
「月刊ヒーローズ」8月号では、DCコミックスを代表するスーパーヒーロ
ーが登場する『ニンジャバットマン』（全国60館にて公開中）のコミカライズ
がスタート。日本の戦国時代に舞い降りたスーパーヒーローの新たな雄
姿を『エリア51』、『カムヤライド』の久正人が描きます。
『ニンジャバットマン』は、日本が世界に放つ、戦国タイムスリップ・アク
ション・エンターテイメント。ある事件をきっかけにゴッサムシティのスーパ
ーヴィランたちが、日本の戦国時代へタイムスリップ。彼らが各地で戦国
大名に成り替わり暴れ続ければ、日本の、世界の歴史が大きく変わって
しまう。その混沌極まる時代に現代のスーパーヒーロー“バットマン”が舞
い降りる。日本と世界の未来をかけて、時空を超えた壮大な戦いが幕を
開ける！
第1話では、ゴッサムシティで起こったある事件現場に出向
いたバットマンが、予期せぬ出来事に巻き込まれていく様が描
かれます。果たしてバットマンの運命やいかに…!?

『ニンジャバットマン』第 1 話扉ページ
TM & © 2018 DC Comics. All Rights Reserved.

【映画情報】
『ニンジャバットマン』全国60館にて公開中
配給：ワーナー・ブラザース映画
◇キャスト
バットマン：山寺宏一／ジョーカー：高木渉／キャットウーマン：加隈亜衣
／ハーレイ・クイン：釘宮理恵
ゴリラグロッド：子安武人／ポイズン・アイビー：田中敦子／デスストロー
ク：諏訪部順一／ペンギン：チョー／トゥーフェイス：森川智之／ベイン：三
宅健太／ロビン：梶裕貴／レッドロビン：河西健吾／ナイトウィング：小野
大輔／レッドフード：石田彰／アルフレッド：大塚芳忠
◇スタッフ

映画『ニンジャバットマン』ポスター
Batman and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. © Warner Bros. Japan LLC

監督：水﨑淳平（『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズOP）
脚本：中島かずき（『天元突破グレンラガン』『キルラキル』『仮面ライダーフォーゼ』）
キャラクターデザイン：岡崎能士（『アフロサムライ』『サマーウォーズ』アバターデザイン）
音楽：菅野祐悟（『PSYCHO-PASS サイコパス』『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』）
アニメーション制作：神風動画（『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズOP 『ドラゴンクエスト』シリーズOP）
◇映画『ニンジャバットマン』公式サイト
http://wwws.warnerbros.co.jp/batman-ninja/

◇『ニンジャバットマン』コミカライズ版作品ページ
http://www.heros-web.com/works/batman-ninja
新連載攻勢第３弾の『マグナレイブン』が巻中カラー
「月刊ヒーローズ」8月号では、『トリガー』『蟻地獄』の
武村勇治（作画）×板倉俊之（原作）による最新作『マグ
ナレイブン』の新連載がスタート。
第1話では、夢を奪われ深淵に沈んだ男・浦瀬飛月
と、ヒーローを信じる孤独な青年・朝比奈陽人との出会
いが描かれています。浦瀬に残されたたった一つの武
器は“拳”。その拳は闇を切り裂く光となるか、血にまみ
れた闇に染まるか…。そして、浦瀬と出会ってしまった
朝比奈の運命は…!? 禁断のノワールアクションにご期
待ください。
『マグナレイブン』第 1 話 扉ページ

◇『マグナレイブン』作品ページ

©武村勇治・板倉俊之／ヒーローズ

http://www.heros-web.com/works/magnaraven
連載再開の『さすがの猿飛Ｇ』、最新コミックス第２巻発売
「月刊ヒーローズ」8月号では、7月5日（木）にコミックス第2巻を発売する『さ
すがの猿飛G』が2号ぶりに連載を再開。
忍者養成機関「忍ノ道学院」。ここでは世界中のツワモノたちが力を競い合っ
ていた。天才忍者・猿飛肉丸は米国留学中、現地のパーティで起こした“神風
の術”がセクハラ問題へと発展し、“神風の術”を封印することに。その汚名を
すすぐため、夜な夜な飯綱神社へと向かうが…。一方、肉丸を師と仰ぐウクラ
イナ出身のフレディは、肉丸の強さを知るべく常に肉丸の行動をチェックする。
しかし、師匠の言動はいつもと変わらず食っちゃ寝の繰り返しで…。
コミックス第1巻も好調な本作、第2巻にもご期待ください。
◇『さすがの猿飛Ｇ』作品ページ
https://www.heros-web.com/works/sarutobi/
「月刊ヒーローズ」 ２０１８年８月号 概要
■発売日：
■販売チャネ
ル：
■販売価格：
■WEB サイト：
■Twitter：
■Facebook：

2018 年 6 月 30 日(土)
全国のセブン-イレブン(約 20,000 店舗)
セブンネットショッピング(http://www.7netshopping.jp/all/)
200 円(税込)
http://www.heros-web.com/
http://twitter.com/heros_1101 (@heros_1101)
http://www.facebook.com/heros.1101

『さすがの猿飛Ｇ』コミックス第 2 巻書影
©細野不二彦／ヒーローズ

ヒーローズコミックス７月新刊（７月５日（木）発売）
■ 『ULTRAMAN』（第12巻）
清水栄一×下口智裕
次なる戦いの舞台は「香港」!!
N.Y.での「暗黒の星」との戦いに続き、また新たな戦いが始まる。
星団評議会を裏切り、香港に逃亡していたアダド。
そこに差し向けられる。「獅子」の名を冠する二人の刺客。
解き放たれた獣同士の戦い――その決着は、生きるか死ぬかの二択のみ。
進次郎のスーツが「Bタイプ」に進化!?
作中での登場が予定されている新スーツのフィギュア付き特装版も同日発売!!
◇定 価
◇作品ページ

： 【通常盤】560 円＋税
【“B タイプ”スーツフィギュア付き特装版】2,800 円＋税
： http://heros-ultraman.com/

◇購入特典
『ULTRAMAN』第12巻の発売を記念して、一部書店でお買い上げいただいた方に、特典として描き下ろしペーパーを
配布します。

©円谷プロ
フタバ図書 限定ペーパー

大垣書店 限定ペーパー

©清水栄一・下口智裕／ヒーローズ
書店共通ペーパー

※お取り扱いは購入予定の書店にてご確認ください。

■ 『さすがの猿飛Ｇ』（第2巻）
細野不二彦
アメリカ帰りの肉丸に重大問題が発覚!?
FBIアカデミーとの交換留学生として渡米していた肉丸。
そのパーティ中に起こした「神風の術」が、その後、深刻な事態に発展!?
肉丸は「神風の術」の汚名をすすぐため夜な夜な修行に励むも、
そこに現れたのはまさかのアイツ――!?
往年の名キャラクターが続々登場！
◇定 価
◇作品ページ

： 600 円＋税
： https://www.heros-web.com/works/sarutobi/

■ 『ぺろり！スタグル旅』（第3巻）
能田達規
勝ち点3も“ぺろり！”したい。
女子サポアウェイ漫遊記、第3弾！
Nリーグ2部・千葉ユニティの女子サポ2人がアウェイ遠征する目的は“スタジアムグルメ”。いよ
いよシーズンも終盤。昇格戦線も気になるけど、新しいスタグルとの出会いも大切なハルとエリ
なのです──。
●3巻で登場するチーム●
【東京V】【愛媛】【金沢】【福岡】【京都】【山口】【名古屋】【千葉】
◇定 価
◇作品ページ

： 560 円＋税
： http://r.gnavi.co.jp/g-interview/entry/stagru/3872

◇購入特典
『ぺろり！スタグル旅』第3巻の発売を記念して、一部書店でお買い上げいただいた方に、特典として描き下ろしペー
パーを配布します。
【ご当地ペーパー】
東京、愛媛、金沢、福岡、京都、山口、名古屋、千葉

東京、愛媛、金沢、福岡、京都、山口、名古屋、千葉 各ご当地ペーパー
©能田達規／ヒーローズ

【共通ペーパー】
登場地域以外の書店にて配布いたします。

共通ペーパー
©能田達規／ヒーローズ

※お取り扱いは購入予定の書店にてご確認ください。

■ 『能田達規作品集 おまつり！ピース電器店』（全1巻）
能田達規
SF少年マンガの金字塔、ここに復活！
かつて週刊少年チャンピオンにて連載された、ちょっと未来の日常を描く『ピース電器店』が
10年ぶりに帰ってきた!!
新規描き下ろしの3エピソードに加え、能田達規によるこれまでの“おまピー”的作品をコン
プリートした、300ページ弱の特厚“おまつり！”作品集。
●収録作品●
【おまたせ！ピース電器店】全5話
【科学探偵ムー】
【絶対安全大作】
【マッドレイダース】
【電撃！ネネコ】
【ロボやのボー太】
【あそぼーロボット あかまるくん】
◇定 価

： 880 円＋税

■ 『鉄のラインバレル 完全版』（第8巻）
清水栄一×下口智裕
「2052 年 人類は絶滅する」
加藤久嵩の告げる人類の未来――それは“絶望”だった。
衝撃を受ける浩一は、一つの覚悟を決める。
オリジナル缶バッジ 3 種セット＆ポストカード 5 種セット＆クリアファイル付き
Amazon co.jp 限定版も同時発売!!

©清水栄一・下口智裕／ヒーローズ
缶バッチ 3 種

◇定 価
◇作品ページ

ポストカード 5 種

クリアファイル

： 【通常版】1,111 円＋税
【Amazon co.jp 限定版】2,222＋税
： https://www.heros-web.com/for_everyone/linebarrels/

【月刊ヒーローズ】
ヒーローを基軸としたキャラクターやストーリーで構成する月刊コミック誌。単行本の累計発行部数が
260万部を突破、2019年のアニメ化が決定した清水栄一×下口智裕による『ULTRAMAN』や、2017年
4月よりTVアニメが放送された『アトム ザ・ビギニング』、2018年1月よりアニメが放送されたケモノ系
バトル『キリングバイツ』、井上敏樹が脚本を手掛け、新しい伝説を紡ぐ『仮面ライダークウガ』、33年

ぶりに奇跡の復活を果たした細野不二彦による『さすがの猿飛Ｇ』など、レジェンドヒーローからオリジ
ナルヒーローまで、あらゆるジャンルのヒーローが活躍する作品を連載中です。本誌を発行する株式
会社ヒーローズはフィールズ株式会社のグループ企業です。
◇URL： http://www.heros-web.com/

＜本件に関する報道関係者のお問い合わせ先＞
株式会社プラップジャパン 小野澤・御園生
TEL：03-4580-9102 / FAX：03-4580-9128 / E-Mail：heros@ml.prap.co.jp
報道関係者様向けに画像を用意しておりますので、ご希望の方はお手数ですが上記までご連絡ください。

