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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 キャラファイングラフ日影』、『シノビマ

スター 閃乱カグラ NEW LINK B2 タペストリー 日影 セクシーナース ver.』、『シノビマスター 閃乱カグラ NEW 

LINK アクリルフィギュア 日影 セクシーナース ver.』、『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK B2 タペストリ

ー』、『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK ビジュアルアクリルプレート』 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 11 月 25 日より、下記弊社企画商品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 A4 キャラファイングラフ 日影 セクシーナース ver.』 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK B2 タペストリー 日影 セクシーナース ver.』 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 日影 セクシーナース ver.』 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK B2 タペストリー』14 種 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK ビジュアルアクリルプレート』14 種 

 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK A4 キャラファイングラフ 日影 セクシーナース ver.』、『シノビマスター 閃乱カグラ 

NEW LINK B2タペストリー 日影 セクシーナース ver.』、『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 日影 セク

シーナース ver.』はホビーストック WEB ショップ限定での販売となります。 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK B2 タペストリー』、『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK ビジュアルアクリルプレー

ト』14 種は全国のホビー・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。 

 

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 ： https://www.hobbystock.jp/sp/sm/kagura/ 

 

 

■ 『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK A4 キャラファイングラフ 日影 セクシーナース ver.』 商品説明 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』より、フィギュア「日影 セク

シーナース ver.」のために描き下ろしたイラストがハイクオリティな複

製原画となって登場！ 

透明感のあるイラストを高品位美術印刷により高精細で高品質に出

力。 

イラストの雰囲気に合わせた額縁に入れ、シリアルナンバー入りの

金属プレートを付けてお届けします。 

ぜひお部屋に飾ってお楽しみください！ 

 

～「キャラファイングラフ」について～ 

キャラクターデザインやキャラクター商品開発に特化したデザイナー

が自らオペーレーターを務め、国宝や重要文化財などの作品のレプ

リカ製作にも使用されている全 12 色の超高性能プリンターで印刷し



た、高精細で高品質な複製原画です。 

数ある高級半画用紙の中からそのイラストのタッチに最も適した紙

の種類を選択し、原画の色味に忠実な作品になるまで何度も色補

正を繰り返して製作しています。 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

※シリアルナンバーはご指定はできません。 

 

■ 商品仕様 

■サイズ 

複製原画：縦約 297mm×横約 210mm（A4 サイズ） 

額装：縦約 405mm×横約 320mm 

■素材 

額装/樹脂 

面材/アクリル 

印刷紙/キャラファイン専用紙 

■付属品：展示用掛け紐、取扱説明書 

価格：16,500 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 1 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

https://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00006281 

 

 

■ 『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK B2 タペストリー 日影 セクシーナース ver.』 商品説明 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』より、フィギュア「日影 セク

シーナース ver.」のために描き下ろした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ください！ 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 728mm×横約 515mm（B2 サイズ） 

素材：ポリエステルスエード 

パイプ・紐付き 

価格：3,300 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 1 月 

 



■ ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

https://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00006282 

 

 

■ 『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK アクリルフィギュア 日影 セクシーナース ver.』 商品説明 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』より、フィギュア「日影 セク

シーナース ver.」のために描き下ろしたイラストを使用したアクリル

フィギュアが登場！ 

机や棚に飾ってお楽しみください！ 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 140mm×横約 84mm 

素材：アクリル 

付属品：スタンド 

価格：1,650 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 1 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

https://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00006283 

 

 

■ 『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK B2 タペストリー』14 種 商品説明 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』より、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ください！ 

 

＜ラインナップ＞ 

 飛鳥（D-Angels） 

 斑鳩（伝説爆乳祭） 

 詠（爆乳祭・弐） 

 日影（双乳祭） 

 未来（VD2020） 

 雪泉（D-Angels） 

 夜桜（爆乳祭・弐） 

 四季（爆乳祭） 

 紫（伝説爆乳祭） 

 両備（伝説爆乳祭） 

 両奈（爆乳祭・弐） 

 芭蕉（伝説爆乳祭） 



 華風流（爆乳祭・弐） 

 麗王（水着 2019） 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、予めご了承下さい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 515mm×横約 728mm（B2 サイズ） 

素材：ポリエステルスエード 

パイプ・紐付き 

価格：各 3,300 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 1 月 

 

 

■ 『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK ビジュアルアクリルプレート』14 種 商品説明 

『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』より、ゲームに登場する美

麗カードイラストを堪能できるアクリルプレートが登場！ 

付属のスタンドを使用し、机や棚などに立てて飾ってお楽しみくださ

い！ 

 

＜ラインナップ＞ 

 飛鳥（D-Angels） 

 斑鳩（伝説爆乳祭） 

 詠（爆乳祭・弐） 

 日影（双乳祭） 

 未来（VD2020） 

 雪泉（D-Angels） 

 夜桜（爆乳祭・弐） 

 四季（爆乳祭） 

 紫（伝説爆乳祭） 

 両備（伝説爆乳祭） 

 両奈（爆乳祭・弐） 

 芭蕉（伝説爆乳祭） 

 華風流（爆乳祭・弐） 

 麗王（水着 2019） 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、予めご了承下さい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 148mm×横約 210mm（A5 サイズ） 

素材：アクリル 

スタンド 2 本付き 

価格：各 3,300 円（税込） 

 



■ 発売日 

2022 年 1 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 

©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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(C)2005-2021 HOBBY STOCK inc. 


