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株式会社ホビーストック企画商品 『閃乱カグラ』 忌夢 おっぱいマウスパッド＆抱き枕カバー、B2 タペストリー、

アクリルフレーム＆ポストカードセット、ポストカードセット各種 予約受付開始のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、本日7月21日より、弊社企画商品『閃乱カグラ 忌夢 おっぱいマウスパッド』『閃乱カグラ 忌夢 抱

き枕カバー』および、モバイルゲーム『閃乱カグラ NewWave G バースト』から『閃乱カグラ NewWave G バースト B2 タペストリ

ー 「飛鳥」／「両備」』、『閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット』4 種、『閃乱カグラ NewWave 

G バースト ポストカードセット』10 種の予約受付を開始したことをお知らせいたします。 

全国の玩具店、大手家電量販店、WEB 通販サイトなどでお買い求めいただけます。 

 

ホビーストック WEB ショップでは『閃乱カグラ 忌夢 おっぱいマウスパッド』に「B2 タペストリー」「クッション」がセットになった限

定版を、『閃乱カグラ 忌夢 抱き枕カバー』にはホビーストック WEB ショップ購入特典をご用意しました。 

 

株式会社ホビーストック コーポレートサイト ： http://hobbystock.co.jp/ 

ホビーストック WEB ショップ「閃乱カグラ」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/kagura/ 

 

■ 『閃乱カグラ 忌夢 おっぱいマウスパッド』商品説明 

『閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-』から、「忌夢(いむ)」

が閃乱カグラおっぱいマウスパッドシリーズ第 24 弾として登場です！ 

イラストはキャラクターデザインの八重樫南氏による描き下ろし。 

豊満なおっぱいを再現するために、胸部部分は大きいLサイズ仕様とな

っています！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了承く

ださい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 260mm×横約 220mm×高さ約 35mm（胸部 L サイズ） 

素材：PU・PVC・ジェル(パッド部) 

原画：八重樫南 

監修：高木謙一郎 

価格：4,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 9 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップ限定版 



おっぱいマウスパッド用描き下ろしイラストを使用した「B2 タペストリー」に加え、「フラットタイプクッション」が付いたホビースト

ック限定版をご用意いたしました。 

 

・B2 タペストリー 

サイズ：B2 サイズ（縦 728mm×横 515mm) 

素材：ポリエステルスエード 

パイプ・紐付き  

 

・フラットタイプクッション 

サイズ：310mm×310mm 

素材：綿 

 

価格：6,000 円+税 

 

ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002050 

 

 

■ 『閃乱カグラ 忌夢 抱き枕カバー』商品説明 

『閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-』から、「忌夢(いむ)」

が閃乱カグラ抱き枕カバーシリーズ第 24 弾として登場です！ 

忍装束服のオモテ面と制服のウラ面、大胆にはだけた姿を両面でご堪

能いただけます！ 

もちろんキャラクターデザインの八重樫南氏による描き下ろし！ 

生地に A＆J 製最高級生地「ライクトロン（2WAY トリコット）」を使用。 

滑らかな肌触りで、最高のイラストを最高の生地でお楽しみください！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了承く

ださい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 160cm×横約 50cm 

素材：ライクトロン（2way トリコット） 

原画：八重樫南 

監修：高木謙一郎 

価格：12,000 円+税 

 

■ 発売日 

2016 年 9 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップ購入特典 

ホビーストックで購入された方に、抱き枕のイラストをいつでも楽しめる両面プリン

ト仕様の「マイクロファイバータオル」が特典で付属します。 

サイズ：200mm×640mm 

 

ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002048 



 

 

■ 『閃乱カグラ NewWave G バースト B2 タペストリー 「飛鳥」／「両備」』商品説明 

モバイルゲーム『閃乱カグラ NewWave G バースト』から、ゲームに登場

する美麗カードイラストを大迫力で堪能できる B2 サイズのタペストリー

が登場！ 

壁などに飾ってお楽しみ下さい！ 

 

＜ラインナップ＞ 

閃乱カグラ NewWave G バースト B2 タペストリー 飛鳥 

閃乱カグラ NewWave G バースト B2 タペストリー 両備 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了承く

ださい。 

 

■ 商品仕様 

素材：ポリエステルスエード 

サイズ：縦約 728mm×横約 515mm（B2 サイズ） 

パイプ・紐付き 

価格：各 3,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 9 月 

 

 

■ 『閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット』4 種 商品説明 

モバイルゲーム『閃乱カグラ NewWave G バースト』から、アクリルフレームと 10 枚組のポストカードがセットで登場です！ 

お好みのポストカードをアクリルフレームに挟んで飾ってご堪能下さい。 

また別売の「閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット」の好きなキャラのポストカードを入れてもお楽しみいた

だけます！ 



 

＜ラインナップ＞ 

閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 雪泉 

閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 芭蕉 

閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 斑鳩 

閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 詠 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

・アクリルフレーム 

サイズ：縦約 184mm×横約 150mm 

素材：アクリル・金属 

脚 2 本付属 

・ポストカード 

サイズ：縦約 148mm×横約 100mm 

素材：紙製／フルカラー印刷 

ポストカード 10 枚組セット（10 種類×各 1 枚入り） 

価格：各 3,200 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 9 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップ購入特典 

ホビーストックで購入された方にはもれなく、商品とは異なるカードイラストのポストカードが特典でそれぞれ付属します。 

 

【ホビーストック WEB ショップ商品ページ】 

閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 雪泉 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002063 

閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 芭蕉 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002064 

閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 斑鳩 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002065 

閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 詠 



http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002066 

 

 

■ 『閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット』10 種 商品説明 

モバイルゲーム『閃乱カグラ NewWave G バースト』から、ゲームに登場する美麗カードイラストを枠なしで堪能できる 10

枚組のポストカードセットが登場です！ 

別売の「閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット」付属のアクリルフレームに入れてもお

楽しみいただけます。 

 

＜ラインナップ＞ 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット 飛鳥 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット 焔 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット 日影 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット 紫 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット 両備 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット 凛 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット 総司 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット 芦屋 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット 夜桜 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット 四季 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 100mm×横約 148mm 

素材：紙製／フルカラー印刷 

ポストカード 10 枚組セット（10 種類×各 1 枚入り） 

価格：各 1,200 円＋税 



 

■ 発売日 

2016 年 9 月 

 

 

■ 発売元・販売元 

株式会社ホビーストック 

〒130-0025 

東京都墨田区千歳 3-18-5 

http://hobbystock.co.jp/ 

 

■ コピーライト 

(C)2015 Marvelous Inc. 

(C)Marvelous Inc. 

 

 

 

≪本プレスリリースに関するお問い合わせ≫ 

 株式会社ホビーストック（HOBBY STOCK inc.） 

 URL： http://www.hobbystock.co.jp 

 住所： 東京都墨田区千歳 3-18-5 YK ビル 

 電話： 03-5625-5066 

 FAX： 03-5625-5088 

 E-mail： ws@hobbystock.jp 

 事業内容： ホビー商品の企画、製造、卸売り、小売 

           EC 業務に関するアウトソーシング 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【発行元】株式会社ホビーストック 住所：東京都墨田区千歳 3-18-5 YK ビル 

【ホームページ】 http://www.hobbystock.co.jp/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

(C)2005-2016 HOBBY STOCK inc. 


