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バンダイナムコグループは、2021 年秋よりフジテレビほかにて

放送が開始する「デジタルモンスター」(以下「デジモン」)シリーズ

最新作「デジモンゴーストゲーム」（制作：フジテレビ・読売広告

社・東映アニメーション）と連動し、株式会社バンダイ、株式会社

BANDAI SPIRITS、株式会社メガハウス、株式会社バンダイナム

コエンターテインメントをはじめとしたグループ各社でデジモン関

連の商品・サービス展開を行います。また、従来のデジモンシ

リーズファンの皆さまに向けて、2000 年 4 月から放送されたテレ

ビアニメ「デジモンアドベンチャー02」の続編となる劇場作品の制

作も決定しました。映画の詳細は後日発表します。 

 

1999 年 3 月から放送されたテレビアニメ「デジモンアドベンチャー」は、1997 年 6 月にバンダイが発売し、

累計 800 万個以上を販売した携帯型液晶玩具『デジタルモンスター』を基に制作され、シリーズを通して劇

場版アニメやコミックなどクロスメディア展開を行ってきました。2020 年にはテレビシリーズ「デジモンアドベン

チャー：」を皮切りに、「デジモン」シリーズのリブートプロジェクトがスタートしています。バンダイナムコグルー

プ各社では、ユーザーの活動履歴を遊びに変えるウェアラブル端末型液晶玩具『バイタルブレス デジタル

モンスター』や TCG（トレーディングカードゲーム）『デジモンカードゲーム』などを発売し、日本国内にとどまら

ず海外のデジモンシリーズファンの皆さまにも広く支持されてきました。 

 

そして、デジモンシリーズに改めて注目が集まるなか、2021 年秋より完全新作テレ

ビアニメ「デジモンゴーストゲーム」の放送が決定しました。それに伴い、バンダイから

は「バイタルブレス」シリーズから、番組連動商品として 2021 年 10月 2日(土)に『バイ

タルブレス デジヴァイス- V
ヴィー

-』を発売します※1。本商品はテレビアニメ「デジモンゴー

ストゲーム」のキーアイテムとして劇中にも登場し、主人公たちが使用する最新のデジ

ヴァイスとして活躍予定です。 

 

 

一般店頭・EC サイト等での予約受付は 2021 年 8 月 2 日（月）より順次開始します※2。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、オンラインショップなどです。なお、新テレビシリーズ「デジモンゴー

ストゲーム」放送スタートを記念して、通常価格(6,490 円・税 10%込/5,900 円・税抜）のところ、プレミアムプライ

ス(4,730円・税 10%込/4,300円・税抜）にて販売予定です※3。 

 

デジモンシリーズは国内のみならず海外でも人気の高い IP※4 で、バンダイナムコグループの海外事業展開を

加速するための重要な IP として位置付け、ワールドワイドで長期的な展開を行ってまいります。 

 

 

2021 年 8月 2日 

デジモンシリーズ テレビアニメ最新作 

「デジモンゴーストゲーム」 2021年秋放送決定 

バンダイナムコグループで商品展開拡大 

デジモンシリーズ新作映画制作も決定 

▲左から、テレビアニメ「デジモンゴーストゲーム」 

新作映画「02」のティザービジュアル 

▲『バイタルブレス デジヴァイス-V-』 
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※1 商品の詳細は『バイタルブレス デジタルモンスター』公式サイトの商品ページ 

（https://toy.bandai.co.jp/series/vb-digitalmonster/）<8/2(月)10 時より公開予定>をご確認ください。  

※2 商品の予約状況は各取り扱い店舗にお問い合わせください。 

※3 通常価格への順次変更のご案内はデジモン公式総合サイト「デジモンウェブ」（https://digimon.net/）などを通じて行います。 

※4 キャラクターなどの知的財産。 

 

■『バイタルブレス デジヴァイス-V-』の特徴  

『バイタルブレス デジヴァイス-V-』は、今年 3 月に発売した『バイタルブレス デジタルモンスター』と同様に

心拍数計機能や歩数計機能を内蔵し、計測した心拍数や歩数などの活動データを活用してデジモンを育成す

ることができるデバイスです。本商品は好きな時間に育成を楽しめるよう、スリープ機能などを新たに搭載しま

した。さらに別売りのカード型連動アイテム「Dim(ディム)カード」を使用することで、さまざまなデジモンを追加し

て育成することが可能です。また、専用のスマートフォンアプリ「デジタルモンスター バイタルブレスラボ」（無料）

とも連携し、ユーザーの活動記録の確認や、全国のユーザーとオンラインバトル、複数のユーザーと協力して

敵を倒す「レイドバトル」への挑戦が可能になります。 

※アプリ「デジタルモンスター バイタルブレスラボ」の対応機種等の詳細は以下サイトよりご確認ください。 

https://toy.bandai.co.jp/series/vb-digitalmonster/app/ 

※『デジヴァイス-V-』は既に『バイタルブレス デジタルモンスター』に登録済みの Dim カードも登録することが

可能です。詳細は公式サイト (https://toy.bandai.co.jp/series/vb-digitalmonster/)をご確認ください。 

 

 
▲『バイタルブレス デジヴァイス-V-』に同梱される『ガンマモン Dimカード』 

※『ガンマモン Dimカード』は『Dimカード-V1-ガンマモン』として単品でも同時発売予定 

（990円・税 10%込/900円・税抜） 

 

 
▲2021年 12 月 11日発売予定 Dimカード『Dim カード-V2-アンゴラモン&ジェリーモン』 

 （1,980円・税 10%込/1,800円・税抜） 

 

 
▲『バイタルブレス デジタルモンスター』・『バイタルブレス デジヴァイス-V-』専用アプリ「バイタルブレスラボ」 

 

https://toy.bandai.co.jp/series/vb-digitalmonster/
https://digimon.net/
https://toy.bandai.co.jp/series/vb-digitalmonster/app/
https://toy.bandai.co.jp/series/vb-digitalmonster/
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■「バイタルブレス デジヴァイス-V-」商品詳細 
 

商品名 バイタルブレス デジヴァイス- V
ヴィー

- 

メーカー希望小売価格 

通常価格：6,490 円（税 10％込） 

/5,900 円（税抜） 

アニメ放送記念プレミアムプライス： 

4,730 円（税 10％込）/4,300 円（税抜） 

発売日 2021 年 10月 2 日（土） 

セット内容 本体・ガンマモン Dim カード・VSDim カード・充電ケーブル・取扱説明書 各 1 点 

対象年齢 8 歳以上 主な素材 

本体：PMMA・ABS・TPE・SI 

Dim カード：PVC・ABS・EP 

充電ケーブル：PVC・LCP・PBT 

ベルトサイズ 約 14cm～19cm に対応 電池 リチウムイオンポリマー電池 

主な販売ルート 
全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売場、 

オンラインショップ、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 

 

関連情報 
 

■『バイタルブレス デジヴァイス-V-』プロモーション映像 ＆ 

公式情報番組「デジナビ」 新アニメ・新バイタルブレス特集配信決定  

2020 年 12 月 7 日より配信を開始し、シリーズ累計 1,800 万回再生超を記録した「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「デジモンプロジェクト 2021 PV」に続き、2021 年 10月 2日に『バイタ

ルブレス デジヴァイス-V-』新 PVを YouTube バンダイ公式チャンネルにて公開します。 

PV ティザーは 2021 年 8 月 2 日より YouTube バンダイ公式チャンネルにて公開中、PV 本編は 2021 年 10

月 1 日（金）20:00 より同チャンネル他にて配信予定のデジモン公式情報番組「デジナビ」新アニメ・新バイタル

ブレス特集配信内にて世界最速での公開を予定しています。 

 

 
▲Trailer - 【Next Chapter: Digivice-V-】 DIGIMON PROJECT／デジモンプロジェクト 

https://youtu.be/fQMM7U_G8uY 

 

 
▲デジモン公式情報番組「デジナビ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fQMM7U_G8uY
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商品情報(一部) 
 

2020年 4月に発売して以来、国内外で好評を博している「デジモンカードゲーム」の継続展開や、プラモデル

やハイターゲット（大人層）向けのハイエンドなフィギュアを発売するなど、グループ各社より多角的に商品を展

開し、これまでデジモンを支えてくださったファンの方々に加え、デジモンに初めて触れる小学生やアニメファン

に向けて、デジモンの魅力をお届けします。 

 

■菓子 
『デジモンシールチョコスナック』 

発売元：株式会社バンダイ 

2021 年 10月発売予定 

165円・税 10％込/150円・税抜 

 

 

■カプセルトイ 
『デジモンゴーストゲーム デジヴァイス-V-キーチェーン』 

発売元：株式会社バンダイ 

2021 年 11月発売予定 

1回 300円・税 10％込  

  

 

■カード 
TCG 

『デジモンカードゲーム ブースター ネクストアドベンチャー』 

1パック 6枚入り 

発売元：株式会社バンダイ 

2021 年 8 月発売予定  

198円・税 10％込/180円・税抜 

 

 

■フィギュア 
『ザ・デジモン NEW COLLECTION Vol.1 / NEW COLLECTION Vol.2 / IMPULSE CITY SET』 

発売元：株式会社バンダイ 

プレミアムバンダイにて予約受付中 2021 年 11月発送予定 

『ザ・デジモン NEW COLLECTION Vol.1』 5,940 円・税 10％込/5,400 円・税抜 

『ザ・デジモン NEW COLLECTION Vol.2』 5,940 円・税 10％込/5,400 円・税抜 

『ザ・デジモン IMPULSE CITY SET』    2,970 円・税 10％込/2,700 円・税抜 
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■玩具菓子 
『SHODO デジモン メタルグレイモン＆ワーガルルモン』 

発売元：株式会社バンダイ 

プレミアムバンダイにて予約受付中 

2021 年 10月発送予定 5,500円・税 10％込/5,000円・税抜 

 

 

■プラモデル 
『Figure-rise Standard ウォーグレイモン / メタルガルルモン』 

発売元：株式会社 BANDAI SPIRITS 

『Figure-rise Standard ウォーグレイモン』 2021 年 10月発売予定 2,200円・税 10％込/2,000円・税抜 

『Figure-rise Standard メタルガルルモン』 2021 年 12月発売予定 2,530円・税 10％込/2,300円・税抜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ゲーム 
PlayStation®4、Nintendo Switch™ソフト『デジモンサヴァイブ』 

発売元：株式会社バンダイナムコエンターテインメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■関連サイト URL 

・デジモン公式情報サイト「デジモンウェブ」 

https://digimon.net/ 

・ＴVアニメ「デジモンゴーストゲーム」ティザーサイト 

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_ghost_game 

・東映アニメーション公式 YouTubeチャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCLhgIX2L5ZCaWdlaxR_oTAg 

・YouTubeバンダイ公式チャンネル 

https://www.youtube.com/user/BandaiJP 

・デジモンカードゲーム オフィシャルサイト 

https://digimoncard.com/ 

・デジモンサヴァイブ オフィシャルサイト 

https://digimon-sur.bn-ent.net/ 

https://digimon.net/
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_ghost_game
https://www.youtube.com/channel/UCLhgIX2L5ZCaWdlaxR_oTAg
https://www.youtube.com/user/BandaiJP
https://digimoncard.com/
https://digimon-sur.bn-ent.net/
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※本プレスリリースの情報は 2021年 8月 2日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。 

※本プレスリリースに掲載している画像・ロゴは、実際とは異なる場合があります。 

※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。  

※"PlayStation ファミリーマーク"、"PlayStation"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録

商標または商標です。 

※Nintendo Switch のロゴ・Nintendo. Switch は任天堂の商標です。 

 

 

 

 

 

株式会社バンダイ https://www.bandai.co.jp/ 

 

株式会社BANDAI SPIRITS https://www.bandaispirits.co.jp/ 

 

株式会社バンダイナムコエンターテインメント https://www.bandainamcoent.co.jp/ 

 

https://www.bandai.co.jp/
https://www.bandaispirits.co.jp/
https://www.bandainamcoent.co.jp/

