ニュースリリース
7 月 23 日（木）解禁

株式会社マーベラス

PlayStation®4/PlayStation®Vita
『閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-』
8 月 1 日はパイの日だっ♥記念
「野郎ラーメン 秋葉原店」コラボ 8 月 1 日 START！
さらに、パイの日を記念して『閃乱カグラ』シリーズ
ダウンロード版“期間限定”セール実施！
弊社より好評発売中の PlayStation®4/PlayStation®Vita 『閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達
の選択-』では 8 月 1 日はパイの日だっ♥ということで、パイの日記念企画として、秋葉原の人気ラ
ーメン店“野郎ラーメン 秋葉原店”でパイの日記念コラボメニューを 8 月 1 日～2 日まで開催いた
します。さらに、PlayStation®Store にて好評配信中の『閃乱カグラ』 シリーズのダウンロード版に
ついて、最大 50%OFF の夏本番！ビッグセールを実施いたします。暑い夏を爆乳ガールたちと過ご
そう！この機会をお見逃しなく！

●8 月 1 日はパイの日だっ♥
うだるような暑さをぶっ飛ばす！爽パイメニュー登場！！
2 日間だけの期間限定コラボメニューをご賞味あれ！
秋葉原の人気ラーメン店“野郎ラーメン 秋葉原店”で特別コラボメニューが 8 月 1 日～2 日の期間
限定で登場いたします。コラボメニューは 2 日間だけ通常販売している冷やし中華が“閃乱カグラ”
をイメージした暑い夏にぴったりの爆乳仕様に！ぜひご賞味あれ。なお、限定メニューご注文の方
に“オリジナルおっぱいうちわ”をプレゼント。

爆乳冷やし中華
野郎ラーメンの夏の人気メニュー冷やし中
華に更に味玉を１つ追加し爆乳仕様に。
卵に乗った梅肉は爽パイさを引き立てる１
パイです。

◆野郎ラーメン 秋葉原店
住所：東京都千代田区外神田3-2-11
ＴＥＬ：03-5296-8690
営業時間：11：00～22：00
定休日：無休

★プレゼント「オリジナルおっぱいうちわ」★
限定メニューをご注文頂いた方には「オリジナルおっぱいうちわ」をプレゼント！
“おっぱいうちわ”で、暑い夏を乗り切ろう。

●夏本番！パイの日記念ビッグセール MAX50%OFF
『閃乱カグラ』シリーズダウンロード版“期間限定”セール実施！

PlayStation®Store にて好評配信中の PlayStation®Vita『閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達
の証明- PlayStation®Vita the Best』 、PlayStation®Vita『デカ盛り 閃乱カグラ 本体パック A+B セ
ット、B+A セット』、PlayStation®Vita『デカ盛り 閃乱カグラ 本体パック A』、PlayStation®Vita『デカ
盛り 閃乱カグラ 本体パック B』、PlayStation®4『閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択
-』、PlayStation®Vita『閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-』の各ダウンロード版につ
いて、夏本番！パイの日記念ビッグセール MAX50%OFF と題し、“期間限定”セールを実施しま
す！
さらに、PlayStation®Vita『閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明- PlayStation®Vita the
Best』＋PlayStation®Vita『デカ盛り 閃乱カグラ 本体パック A+B セット』＋PlayStation®Vita『閃乱
カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-』の 3 本をセットにした、お得な『閃乱カグラ 初体験ス
ペシャルセット』もご用意いたしました。

パイの日を挟む、7 月 30 日（木）～8 月 16 日（日）までの期間限定となりますので、まだご購入され
ていない方はぜひこの機会に『閃乱カグラ』シリーズの世界をお楽しみください。

＜セール対象商品＞
機種

タイトル

通常価格

キャンペーン価格

（税込）

（税込）

VITA

閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明- PS®Vita the Best

3,600 円

1,800 円

VITA

デカ盛り 閃乱カグラ 本体パック A+B セット、B+A セット

3,800 円

1,900 円

VITA

デカ盛り 閃乱カグラ 本体パック A

2,500 円

1,250 円

VITA

デカ盛り 閃乱カグラ 本体パック B

2,500 円

1,250 円

PS4

閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-

6,980 円

5,980 円

VITA

閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-

5,980 円

4,980 円

お得な『閃乱カグラ』シリーズ 3 本セットパック
VITA

閃乱カグラ 初体験スペシャルセット
セット内容：閃乱カグラ SV、デカ盛り 閃乱カグラ 本体パック A+B セッ

13,380 円

ト、閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-（VITA 版）

■セール期間
2015 年 7 月 30 日（木）～8 月 16 日（日）
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

＜ゲーム概要＞
最胸の夏が始まる。
『閃乱カグラ』シリーズ最新作が PlayStation®4＆PlayStation®Vita に登場！
新たなキャラクターを迎え、歴代最強のグラフィックスで史上最胸の爆乳ハイパーバトルが開幕！
さらに華麗に激しく、次世代機で実現した理想現実の爆乳ファンタジーは
空中を自由自在に飛び回るかのような胸弾む爽快 3D アクションとして進化
全世界 30 万人以上が熱狂した『SHINOVI VERSUS』に続く完全新作！

8,100 円

※画面はすべて PlayStation®4 版開発中のものです。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

＜製品スペック＞
■タイトル：閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択■ジャンル：爆乳ハイパーバトル
■対応ハード：PlayStation®4/PlayStation®Vita
■プレイ人数：PlayStation®4 1～10 人 PlayStation®Vita 1～4 人
■発売日：好評発売中
■価格：
PlayStation®4 限定版 13,810 円＋税 通常版 7,980 円＋税 ダウンロード版 6,980 円＋税
PlayStation®Vita 限定版 10,810 円＋税 通常版 6,980 円＋税 ダウンロード版 5,980＋税
■CERO：D(17 才以上対象)
■権利表記：©2015 Marvelous Inc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

