2020 年 12 月 7 日

～リアルとデジタルの融合で「日常」を「遊び」に～
心拍数や活動量でキャラクターを育成・進化させるウェアラブル端末型玩具

第 1 弾「デジタルモンスター」 2021 年 3 月 13 日(土)発売予定
株式会社バンダイ（代表取締役社長：川口勝、本社：東京都台東区）は、心拍数や歩数などの活動データで
キャラクターを育成・進化させるウェアラブル端末型玩具 『バイタルブレス』シリーズを展開します。第 1 弾として
『バイタルブレス デジタルモンスター』（6,380 円・税 10%込/5,800 円・税抜）を 2021 年 3 月 13 日 (土)に発売予定、
2020 年 12 月 18 日(金)より予約を開始します。販売ルートは全国の玩具店、百貨店・家電・量販店の玩具売場、イン
ターネット通販などです。
また、バンダイ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では限定の『バイタルブレス デジタルモンスター
ver.SPECIAL』(7,260 円・税 10％込/6,600 円・税抜)を発売予定です。※
※2020 年 12 月 18 日(金)11 時よりプレミアムバンダイにて予約開始します。
詳細はプレミアムバンダイ内の商品ページ（URL：https://p-bandai.jp/item/item-1000153360/）をご確認ください。

▲『バイタルブレス デジタルモンスター』 (左から ver.BLACK、ver.WHITE、ver.SPECIAL)

▲装着イメージ

多忙な現代社会において時間や場所にとらわれない遊びの提供を目指し、身に着けて遊ぶことができる「ウェ
アラブル端末型玩具」を開発しました。第 1 弾の『バイタルブレス デジタルモンスター』においては、デジモンと
自分の活動データがリンクすることで、デジモンをより身近に感じながらお楽しみいただけます。

■『バイタルブレス』の特徴
『バイタルブレス』には心拍数計機能や歩数計機能が内蔵されており、心拍数や歩数などの活動データを活用した
新しいエンターテインメントをお楽しみいただけます。本商品はカラー液晶を採用し、USB による充電が可能なリチ
ウムイオンポリマー電池を搭載 しています。さらに別売りのカード型連動アイテムを使用することで、さまざまな
データを追加することが可能です。PULSE LINK (パルスリンク)、TOUCH LINK (タッチリンク)、APP LOG
LINK (アップログリンク)の 3 つの機能でユーザーと『バイタルブレス』がリンクし、自身の活動をコンテンツに反映
することができます。
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『バイタルブレス デジタルモンスター』の商品ポイント
本体付属の Dim カードを『バイタルブレス デジタルモンスター』に読み込ませると、バ
イタルブレス内にデジモンの卵である「デジタマ」が出現します。バイタルブレスを腕に
装着し、デジタマから孵化したデジモンを毎日の活動に加え、エクササイズを中心とし
たさまざまなミッションを達成することで育成することができます。
♦PULSE LINK (パルスリンク)
ユーザーの活動データ（心拍数・歩数）にあわせてデジモンのバイタル値（状態）やメンタルが変動 し、育成・進
化に繋がります。
♦TOUCH LINK (タッチリンク)
スマートフォンなどの電波を発する IC 機器に『バイタルブレス』をタッチすることでオートバトルが発動します。バ
トルの勝率はユーザーの活動状況やデジモンのメンタルによって変化し、デジモンの育成・進化にも影響を与え
ます。
♦APP LOG LINK (アップログリンク)
専用のスマートフォンアプリ ※ との連携。ユーザーの活動記録やデイリーミッションの追加、育成したデジモンを
アプリ上のデジモン図鑑に登録することができます。アプリは今後アップデートを予定しており、全国のユーザー
とオンラインバトルや複数のユーザーと協力して敵を倒す「レイドバトル」のほか、ランキングを閲覧することが可
能となります。
※専用スマートフォンアプリは 3 月のリリースを予定しています。

デジモンの進化はバイタル値、勝率、ミッションの達成数によって変化 します。ユーザーそれぞれの活動によっ
て自分だけのデジモンの進化をお楽しみいただけます。

遊びを広げる連動アイテム 『Dim カード』
本商品の遊びを広げる連動アイテムが『Dim カード』シリーズ（別売）です。
『バイタルブレス デジタルモンスター』に『Dim カード』を連動させることで、新
たなエリアを解放し、育成できるデジモンの種類を変更、拡張することが出
来ます。『Dim カード』によってエリア、育成可能なデジモンのデータは異な
り、『Dim カード』の数だけ新たなデジモンを育成することが出来ます。『Dim
カード』シリーズは今後も多数展開を予定しています。

『Dim カードセット EX デジモンアドベンチャー：』
2021 年 3 月 13 日(土)発売予定
価格：1,760 円・税 10%込/1,600 円・税抜

『Dim カードセット Vol.1
ボルカニックビート＆ブリザードファング』
2021 年 4 月上旬発売予定
価格：1,760 円・税 10%込/1,600 円・税抜
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『バイタルブレス デジタルモンスター』早期購買特典について
本商品の発売を記念して、「ボタモン」から「ブラックウォーグレイモン」を育成できる「ブラ
ックロアーDim カード（トライアル版）」が数量限定で手に入る早期購買キャンペーンを実
施します。12 月 18 日(金)の予約解禁時より店頭、EC サイトにて順次開始予定です。

【対象商品】
・バイタルブレス デジタルモンスター ver.BLACK
・バイタルブレス デジタルモンスター ver.WHITE
・バイタルブレス デジタルモンスター ver.SPECIAL ※プレミアムバンダイ限定
※早期購買特典の配布は店舗により配布開始時期が異なる場合がございます。
※一部お取り扱いのない店舗もございます。

商品仕様
商品名

メーカー希望小売価格

①バイタルブレス デジタルモンスター ver.BLACK
②バイタルブレス デジタルモンスター ver.WHITE
③バイタルブレス デジタルモンスター ver.SPECIAL ※プレミアムバンダイ限定
①②6,380 円（税 10％込）/5,800 円(税抜)
③7,260 円（税 10％込）/6,600 円（税抜）

発売日

2021 年 3 月 13 日(土)

セット内容

① ②本体・インパルスシティ Dim カード・VSDim カード・充電ケーブル 各 1 点
③ 本体・インパルスシティ Dim カード・VSDim カード・充電ケーブル
エンシェント ウォーリアーズ Dim カード
各1点

対象年齢

8 歳以上

ベルトサイズ
主な販売ルート

主な素材

約 14cm～19cm に対応

電池

本体：PMMA・ABS・TPE・SI
Dim カード：PVC・ABS・EP
充電ケーブル：PVC・LCP・PBT
リチウムイオンポリマー電池

①②全国の玩具店、百貨店・家電・量販店の玩具売場、インターネット通販、
③バンダイ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

『バイタルブレス デジタルモンスター』プロモーション映像 / オンライン商品発表会開催
♦プロモーション映像の公開
『バイタルブレス デジタルモンスター』のシリーズプロモーション映像を公開 しまし
た。本商品の魅力や本商品から広がる世界観をご紹介しています。初回の映像
は「デジモンプロジェクト 2021 【EPISODE 1:NEW DIGITAL MONSTER
BEGINS】」と題し、【EPISODE 2:】の配信は 2021 年 3 月頃を予定しています。以
降も継続して世界観を楽しめるプロモーション映像を公開していきます。
映像 URL：https://youtu.be/pX2KzEpF_gs
♦オンライン商品発表会の開催
12 月 18 日（金）20:00 頃より、デジモン情報配信番組「デジナビ」にて『バイタルブ
レス デジタルモンスター』のオンライン商品発表会を実施します。ハライチの岩井
勇気さんや、松澤千晶さんをお迎えし、『バイタルブレス デジタルモンスター』の開
発秘話をはじめ、最新情報満載でお届けします。
デジナビ URL：https://digimon.net/anime_video/diginavi/
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デジモンウェブ公式 Twitter クリスマスプレゼントキャンペーンの実施
♦クリスマスプレゼントキャンペーン
12 月 25 日(金)～12 月 27 日(日)までの 3 日間、デジモンウェブ公式 Twitter に
て、クリスマスプレゼントキャンペーンを実施します。
デジモンウェブ公式 Twitter をフォローし、キャンペーン投稿をリツイートしてくれ
た方の中から、抽選で豪華デジモングッズをプレゼントします。
「一番くじ デジモンアドベンチャー：」のコンプリートセットや、クリスマスイラストを
使用したデジモンカード風のこども商品券「トイカード」が当たるチャンスです。
※詳細はデジモンウェブをご確認ください。
デジモンウェブ URL：https://digimon.net/

関連商品情報
■デジモンカードゲームシリーズ
デジモンカードゲームは、対戦型のトレーディングカードゲームです。
プレイヤーはそれぞれ、仲間となるデジモンを育成・バトルさせながら勝利を目指します。
12 月 18 日（金）にはブースター第 4 弾『グレイトレジェンド』を発売予定です。
商品 URL：https://digimoncard.com/

■SHODO シリーズ
食玩のアクションフィギュアシリーズ「SHODO」にデジモンが登場します。
ウォーグレイモンをはじめとする、TV アニメ「デジモンアドベンチャー：」に
登場する“選ばれし子供たち”のパートナーデジモンたちをラインアップし
ています。同シリーズの 1～3 弾までで、“選ばれし子供たち”のパート
ナーデジモン全 8 体が勢ぞろいします。
商品 URL：https://www.bandai.co.jp/candy/products/2020/4549660466147000.html

番組情報
♦TV アニメ「デジモンアドベンチャー：」
2020 年 4 月より毎週日曜朝９時～ フジテレビほかにて放送中
※地域により放送日・時間が異なります。
『デジモンアドベンチャー：』公式サイト：http://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon/

株式会社バンダイ公式サイト：https://www.bandai.co.jp
『バイタルブレス デジタルモンスター』公式サイト：https://toy.bandai.co.jp/series/vb-digitalmonster/
※最新の情報・詳細は商品ページをご確認ください。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※日本国外で販売する可能性があります。
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