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株式会社ホビーストック企画商品 『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』 抱き枕カバー「飛鳥」／「雪不帰」、

アクリルフィギュア、B2 タペストリー、缶バッジ 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 3 月 14 日より、弊社企画商品『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 抱き枕カバー 「飛鳥」

／「雪不帰」』、『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア』18 種、『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK B2

タペストリー』4 種、『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 缶バッジコレクション 「vol.2」／「vol.3」』の予約受付を開始したこと

をお知らせいたします。 

 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 抱き枕カバー 「飛鳥」／「雪不帰」』はホビーストック WEB ショップ限定での販売になり

ます。 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア』18 種、『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK B2 タペストリー』4

種種につきましては、全国のホビー・アニメショップ、WEB 通販サイトなどでお買い求めいただけます。 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 缶バッジコレクション 「vol.2」／「vol.3」』につきましてはホビーストック WEB ショップの

他、一般店舗のカプセル筐体にて発売いたします。 

 

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/ 

 

■ 『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 飛鳥 抱き枕カバー』 商品説明 

新たな衣装を纏った「飛鳥（あすか）」がホビーストックの閃乱カグラ

抱き枕カバーシリーズに登場！ 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』の忍装束姿と『PEACH 

BALL 閃乱カグラ』のケモノ姿を両面でお楽しみいただけます！ 

イラストは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頂けま

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 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 

2019 年 5 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップ販売ページ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00004111 

 

 

■ 『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 雪不帰 抱き枕カバー』 商品説明 

爆乳ハイパーチームバトル『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』

から、「雪不帰（ふぶき）」がホビーストックの閃乱カグラ抱き枕カバー

シリーズに登場！ 

大胆にはだけた姿を両面でお楽しみいただけます！ 

イラストは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頂けま

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 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 

2019 年 5 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップ販売ページ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00004110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア』18 種 商品説明 

好評配信中の爆乳ハイパーチームバトル『シノビマスター 閃乱カグ

ラ NEW LINK』から、飾って楽しめるアクリルフィギュアが登場です！ 

今回は「死塾月閃女学館」「秘立蛇女子学園」「巫神楽」の忍たちを

中心にラインナップ！ 

 

＜ラインナップ＞ 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 雪泉 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 叢 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 夜桜 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 四季 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 美野里 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 雅緋 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 紫 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 忌夢 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 両備 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 両奈 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 総司 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 芭蕉 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 凛 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 神楽 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 奈楽 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 蓮華 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 華毘 

シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 華風流 

 

※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：アクリル 

サイズ： 

雪泉：縦約 122mm×横約 60mm 

叢：縦約 137mm×横約 66mm 

夜桜：縦約 116mm×横約 52mm 

四季：縦約 122mm×横約 103mm 

美野里：縦約 110mm×横約 76mm 

雅緋：縦約 126mm×横約 64mm 

紫：縦約 111mm×横約 73mm 

忌夢：縦約 122mm×横約 33mm 

両備：縦約 130mm×横約 63mm 

両奈：縦約 128mm×横約 55mm 

総司：縦約 123mm×横約 68mm 

芭蕉：縦約 130mm×横約 57mm 

凛：縦約 123mm×横約 76mm 



神楽：縦約 130mm×横約 130mm 

奈楽：縦約 114mm×横約 78mm 

蓮華：縦約 127mm×横約 95mm 

華毘：縦約 121mm×横約 94mm 

華風流：縦約 112mm×横約 111mm 

付属品：スタンド 

価格：1,500 円＋税 

 

■ 発売日 

2019 年 5 月 

 

 

■ 『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK B2 タペストリー』4 種 商品説明 

好評配信中の爆乳ハイパーチームバトル『シノビマスター 閃乱カグ

ラ NEW LINK』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＞ 

飛鳥（シノビ温泉） 

斑鳩（セクシーメイド） 

葛城（桜雛） 

柳生（パイレーツ） 

雲雀（カーニバルズ） 

 

※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 515mm×横約 728mm（B2 サイズ） 

パイプ・紐付き 

価格：3,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2019 年 5 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 缶バッジコレクション 「vol.2」／「vol.3」』 商品説明 

好評配信中の爆乳ハイパーチームバトル『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』の缶バッジ第 2 弾と第 3 弾が登場！ 

直径 57mm のちょっと大きめの缶バッジで存在感抜群です！ 

 

＜ラインナップ＞ 

【vol.2】  

1.雪泉 

2.叢 

3.夜桜 

4.四季 

5.美野里 

6.夕焼 

7.麗王 

8.閃光 

9.月光 

10.雪不帰 

11.神楽 

12.奈楽 

 

【vol.3】  

1.雅緋 

2.紫 

3.忌夢 

4.両備 

5.両奈 

6.総司 

7.芭蕉 

8.凛 

9.蓮華 

10.華毘 

11.華風流 

 

※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 

Vol.2：全 12 種 vol.3：全 11 種 

サイズ：直径 57mm 

素材：スチール 

価格：1 個 278 円＋税 

 

■ 発売日 

2019 年 5 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップでの販売方法について 

Vol.2：全 12 種、vol.3：全 11 種のなかからそれぞれランダムで 1 個をお送りします。 



商品の中身は選べません。 

複数購入の場合、同じ種類が当たる可能性があります。何卒ご了承ください。 

 

【単品】【カプセル】シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 缶バッジコレクション vol.2 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00004108 

【単品】【カプセル】シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK 缶バッジコレクション vol.3 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00004109 

 

 

■ 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 

©Marvelous Inc. 

©HONEY PARADE GAMES 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 
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【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/ 
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