
 

 

 

ニュースリリース 

9月 23日（金）解禁                                      株式会社マーベラス 

史上最胸の爆乳ハイパーバトル 

『閃乱カグラ』シリーズ発売 5周年!! 
「真影」「紅蓮」「真紅」アバター 

本日より PlayStation®Store にて配信開始! 
 

発売より 5周年を迎えた『閃乱カグラ』シリーズが、これまでのシリーズの歴史を詰め込んだ『真影』『紅

蓮』『真紅』のアバターを、PlayStation®Store にて本日より配信を開始しました。 

 

●『閃乱カグラ』シリーズ「真影」「紅蓮」「真紅」アバター 

82 種類販売中！さらにセットで購入をすると、6 種類の特典アバターも！ 

PlayStation(R)Store にて『閃乱カグラ』シリーズ「真影」「紅蓮」「真紅」のアバターが新たに販売開始となり

ました。アバターは 82種類販売しており、セットで購入をすることで、6種類の特典アバターも付いてきます。

全部で 44種類！お気に入りのキャラクターで SEN アカウントを彩ろう♪ 

 

PSストア URL： 

https://store.playstation.com/#!/ja-jp/%E6%A4%9C%E7%B4%A2/f=%5E%E9%96%83%E4%B9%B1%E3%82%

AB%E3%82%B0%E3%83%A9%7Cbucket~games%3Agame_content_type~avatars%7Crelease_date~desc 

 

■閃乱カグラ -少女達の真影- 

＜国立半蔵学院アバターセット＞10種 
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＜秘立蛇女子学園アバターセット＞10種 
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＜閃乱カグラ -少女達の真影-アバターセット特典＞ 
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■閃乱カグラ Burst -紅蓮の少女達- 

＜秘立蛇女子学園アバターセット＞14種 

アイテムセット 価格（税込） 

「閃乱カグラ」 真影 国立半蔵学院アバターセット 450 円 

「閃乱カグラ」 真影 秘立蛇女子学園アバターセット 450 円 

「閃乱カグラ」 真影アバター20 種セット＋セット限定アバター「大道寺先輩」付き 810 円 

アイテム 価格（税込） 

「閃乱カグラ」 真影 飛鳥アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真影 斑鳩アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真影 葛城アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真影 柳生アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真影 雲雀アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真影 焔アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真影 詠アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真影 日影アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真影 未来アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真影 春花アバターセット 100 円 
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春花                           紅蓮の焔 
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＜国立半蔵学院アバターセット＞12種 
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雲雀                               大道寺先輩 

 

＜閃乱カグラ Burst -紅蓮の少女達-アバターセット特典＞ 

 

  

鈴音先生      

 

アイテムセット 価格（税込） 

「閃乱カグラ」 紅蓮 秘立蛇女子学園アバターセット 620 円 

「閃乱カグラ」 紅蓮 国立半蔵学院アバターセット 540 円 

「閃乱カグラ」 紅蓮アバター26 種セット＋セット限定アバター「鈴音先生」付き 1,000 円 

アイテム 価格（税込） 

「閃乱カグラ」 紅蓮 焔アバターセット 100 円 



 

 

 

 

■閃乱カグラ２ -真紅- 

＜国立半蔵学院アバターセット＞14種 

 

    

飛鳥                            斑鳩 

「閃乱カグラ」 紅蓮 詠アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 紅蓮 日影アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 紅蓮 未来アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 紅蓮 春花アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 紅蓮 紅蓮の焔アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 紅蓮 凛アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 紅蓮 飛鳥アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 紅蓮 斑鳩アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 紅蓮 葛城アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 紅蓮 柳生アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 紅蓮 雲雀 アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 紅蓮 大道寺先輩アバターセット 100 円 
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＜秘立蛇女子学園アバターセット＞14種 
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春花                           紅蓮の焔 
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＜神奈アバターセット＞8種 
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真神楽                           奈楽 

＜閃乱カグラ２ -真紅-アバターセット特典＞ 

 



 

 

 

  

謎の少女アバター   

 

アイテムセット 価格（税込） 

「閃乱カグラ」 真紅 国立半蔵学院アバターセット 620 円 

「閃乱カグラ」 真紅 秘立蛇女子学園アバターセット 620 円 

「閃乱カグラ」 真紅 神奈アバターセット 360 円 

「閃乱カグラ」 真紅アバター36 種セット＋セット限定アバター「謎の少女」付き 1,450 円 

アイテム 価格（税込） 

「閃乱カグラ」 真紅 飛鳥アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 斑鳩アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 葛城アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 柳生アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 雲雀アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 真影の飛鳥アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 大道寺先輩アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 焔アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 詠アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 日影アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 未来アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 春花アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 紅蓮の焔アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 凛アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 かぐらアバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 神楽アバターセット 100 円 

「閃乱カグラ」 真紅 真神楽アバターセット 100 円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■タイトル ：閃乱カグラ シリーズ 

■公式サイト ：http://senrankagura.marv.jp/ 

■コピーライト表記 ：©Marvelous Inc. 

 

 

アイテムセット 価格（税込） 

「閃乱カグラ」 真影・紅蓮・真紅 アバター82 種セット 

＋セット限定アバター「大道寺先輩」「鈴音先生」「謎の少女」付き 

2,810 円 


