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ニュースリリース                 株式会社マーベラス 

8 月 1 日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社マーベラス（代表取締役会長 兼 社長 CEO 中山 晴喜／所在地：東京都品川区、以下：マー

ベラス）は、モバイルゲーム『閃乱カグラ NewWave G バースト』にて、8 月 1 日（火）より「パイの日記念祭

2017」及びイベント「南の島で大胆に！？ビキニ☆バカンス」を開催いたしました。 

また、併せて同社が運営する『一騎当千 バーストファイト』及び『ハイスクールＤ×Ｄ』のアプリとコラボイベ

ント「マーベラス夏のパイの日祭り」を開催いたしました。 

 

＜「パイの日記念祭2017」実施！＞ 

 

 

 

 

どの少女達が最胸か！？爆乳ハイパーＧバースト開幕！ 

『閃乱カグラ NewWave Gバースト』 

パイ（8月 1日）の日記念イベントが盛り沢山♪ 

「パイの日記念祭 2017」 

コラボイベント「マーベラス夏のパイの日祭り」 

イベント「南の島で大胆に！？ビキニ☆バカンス」開催！！ 
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◆「パイの日記念祭 2017」概要 

8 月 1 日はパイの日！年に 1 度の記念イベントといたしまして、8 月中は様々なイベントを実施いたします。 

 

＜「八重樫南」氏の描き下ろし斑鳩が登場！＞ 

パイの日を記念して、「八重樫南」氏描き下ろしの斑鳩が登場！パイの日を記念したボイス付きとなってい

ます！ 

 

◆販売期間：8 月 1 日（火）00：00～8 月 9 日（水）14：59 まで 

 

「八重樫南」氏描き下ろしパイの日記念カードはこちら 

 
斑鳩（パイの日記念） 

 

 

＜閃乱カグラクイズ 2017＞ 

「閃乱カグラNewWave Gバースト」に関連したクイズを毎日出題！問題に正解する度に報酬が手に入りま

す。さらに累計正解数に応じた報酬もプレゼントいたします。 

 

◆開催期間：8 月 1 日（火）00：00～8 月 31 日（木）23：59 まで 
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＜パイの日記念ログインスタンプ＞ 

「チケットメダル」が毎日手に入る特別なログインスタンプを実施いたします。 

「チケットメダル」は、集めることでプレミアムチケットと交換することができます。 

 

◆開催期間：8月1日（火）04：00～8月31日（木）23：59まで 

 

 

＜コラボイベント 

「マーベラス夏のパイの日祭り」開催！＞ 

 
 

 

◆コラボイベント概要 

Mobage、GREE、d ゲームで配信中の『一騎当千 バーストファイト』と『ハイスクールＤ×Ｄ』内で指定のミッ

ションをクリアすることで、「閃乱カグラ NewWave G バースト」内で使用できる、様々なアイテムや特別カー

ドが手に入ります。特別カードは、同時開催のイベント「南の島で大胆に！？ビキニ☆バカンス」の報酬と

しても手に入れることができます。 

また、コラボガチャの販売も実施いたします。 
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◆『一騎当千 バーストファイト』ミッション及び『閃乱カグラ NewWave G バースト』報酬内容 

 ・2 日間ログイン：並寿司×10 

 ・3 日間ログイン：焔（小麦色の闘士） 

 ・友だち招待送信：アイスクリーム×10 

 ・無双闘士と 10 回戦う：牛乳ビン×10 

 ・無双闘士と 15 回戦う：焔（小麦色の闘士） 

 

◆『ハイスクールＤ×Ｄ』ミッション及び『閃乱カグラ NewWave G バースト』報酬内容 

 ・チュートリアル突破：並寿司×10 

 ・3 日間ログイン：雅緋（転生悪魔） 

 ・5 日間ログイン：牛乳ビン×10 

 ・友だち招待送信：アイスクリーム×10 

 ・レイドボスを 15 回倒す：雅緋（転生悪魔） 

 

◆キャンペーン対象者： 

「Mobage」「GREE」「d ゲーム」に会員登録しているすべての方が対象となります。 

アプリをプレイしている方、アプリもプレイしていない方、どなたでもご参加いただけるキャンペーンです。 

 

◆イベント開催期間：2017 年 8 月 1 日(火)00：00～2017 年 8 月 7 日(月)23：59 まで 

※コラボミッション対象 PF：「Mobage」「GREE」「d ゲーム」 

※『閃乱カグラ NewWave G バースト』の一部ミッションについては「2017 年 8 月 1 日(火)00：00～2017 年 8

月 9 日(水)14：59 まで」が対象となります。 

※mobcast 版の「閃乱カグラ NewWave G バースト」では、イベント「南の島で大胆に！？ビキニ☆バカンス」

の報酬としてのみ特別カードを手に入れることができます。 

 

今回のコラボで登場する特別カードはコチラ 
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焔（小麦色の闘士） 

 

  

雅緋（転生悪魔） 

 

※焔（小麦色の闘士）、雅緋（転生悪魔）はコラボミッション及び同時開催のイベント「南の島で大胆に！？

ビキニ☆バカンス」の報酬で手に入れることができます。 
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飛鳥（魔界の美少女） 

※飛鳥（魔界の美少女）はイベント「南の島で大胆に！？ビキニ☆バカンス」の報酬で手に入れることがで

きます。 

パイの日祭り記念ガチャで登場！ 

  

雪泉（天才軍師） 

「パイの日記念祭 2017」ではこの他にも様々なイベントを開催予定です。是非お楽しみください！ 
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イベント報酬カードを手に入れよう! 

＜「南の島で大胆に！？ビキニ☆バカンス」開催！＞ 

 

◆ストーリー 

教官、きょぉ～かぁ～ん♪  

あっ、何コレ今度の訓練の企画書！？ 

 

えぇ～～～～～っ！？  

南の島に行くのにスクール水着のみなんて絶対反対だよ！！  

教官の趣味でも絶対ダメ！  

 

そうだ！水着なら両奈ちゃんが用意してあげる♪  

大丈夫、ちゃんとしっかりしたのを選ぶから！  

ものすごくしっかり興奮しちゃうのを……ね♪ 

◆イベント「南の島で大胆に！？ビキニ☆バカンス」概要 

期間中に出現する限定ボスキャラクターを倒すと様々な育成アイテムが手に入ります。 

手に入れた育成アイテムをイベント限定カード「奈楽（トワイライト・ビーチ）」「忌夢（夏昼のマーメイド）」「両

姫（まるで天使のように）」に使用することでレアリティやパラメータが徐々に成長し、最終的にきせかえ機

能付きのレアリティ UR+まで成長します。育成した「奈楽（トワイライト・ビーチ）」「忌夢（夏昼のマーメイド）」

「両姫（まるで天使のように）」はイベント終了時にイベント報酬として参加者全員に配布されます。 

◆イベント開催期間：2017 年 8 月 1 日(月)00：00～2017 年 8 月 9 日(水)14：59 まで 
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今回登場する「育成イベントカード」を紹介！ 

 

 

 

   

  

奈楽（トワイライト・ビーチ） 
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忌夢（夏昼のマーメイド） 
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両姫（まるで天使のように） 
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個人ランキング上位で手に入る爆乳少女はこちら！！ 

個人ランキング上位でイベント報酬「両奈（ビショビショにしてね♪）」をGET!! 

 

■所属：秘立蛇女子学園 

■属性：閃 

■レアリティ：LR 

■スリーサイズ：B98 W56 H88 

 

 

＜新XRカード登場！＞ 

プラチナガチャでは LR 総司（真夏を制す）が登場します。 

LR 総司（真夏を制す）は XR 総司（黄金の実力者）にハイパーバースト！ 

ハイパーバーストに必要な専用アイテムは、今回のイベント報酬で手に入れることができます。 

 

また、「LR 雅緋（黒炎を纏う者）」も「XR 雅緋（黄金の黒炎使い）」にハイパーバースト！ 

こちらのハイパーバーストに必要な専用アイテムは、8 月中に開催されるイベントで手に入れることができ

ます。 
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今回登場する XRカードはこちら！ 

 

  

総司（黄金の実力者）                  雅緋（黄金の黒炎使い） 

 

 

 

 

 

 

 

72人以上の“少女達”の所属やスリーサイズなどは公式サイトでチェック↓ 

http://www.marv.jp/product/kagura_nw/ 

 

http://www.marv.jp/product/kagura_nw/
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目覚ましアプリ『声でめざまし！カグラアラーム』好評配信中！ 
■タイトル：声でめざまし！カグラアラーム  

■対応機種：iOS/Android スマートフォン 

■対応 OS： iOS8.1以上/ Android4.4 以上 

■価格： 

●iOS 版   

『雪泉』480 円（税込）・・・イラスト 9 枚 ボイス 96 種類 

『焔』  600 円（税込）・・・イラスト 18 枚 ボイス 95 種類 

『斑鳩』600 円（税込）・・・イラスト 18 枚 ボイス 92 種類 

イラスト収録点数が異なるため、雪泉は価格が異なります。 

●Android 版 

『雪泉』『焔』『斑鳩』810 円（税込）・・・イラスト 30 枚 ボイス 103 種類 

 

※ios 版、Android 版で、収録ボイス数、イラスト数等が異なります。詳細は以下よりご確認ください。 

http://www.marv.jp/message/kaguranw.php?itemid=4067 

 

■ストア URL 

●iOS 版   

『雪泉』：https://itunes.apple.com/jp/app/shengdemezamashi!kaguraaramu/id1072664143?l=ja&ls=1&mt=8 

『焔』：https://itunes.apple.com/jp/app/shengdemezamashi!kaguraaramu/id1082989676?l=ja&ls=1&mt=8 

『斑鳩』：https://itunes.apple.com/jp/app/shengdemezamashi!kaguraaramu/id1082990215?l=ja&ls=1&mt=8    

●Android 版   

『雪泉』：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.marvelous.clock1 

『焔』：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.marvelous.clock2 

『斑鳩』：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.marvelous.clock3 

  

http://www.marv.jp/message/kaguranw.php?itemid=4067
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

■タイトル ：閃乱カグラ NewWave G バースト 

■ジャンル ：爆乳ハイパーカードバトル 

■プラットフォーム ：GREE、Mobage、mobcast、d ゲーム 

■プレイ料金 ：基本無料（アイテム課金制） 

■公式サイト ：http://www.marv.jp/product/kagura_nw/ 

■コピーライト表記 ：©Marvelous Inc. 

■Mobage版 ：http://mbga.jp/_game_intro?game_id=12015384 

■GREE版 ：http://pf.gree.jp/58363 

■mobcast版 ：http://lp.mobcast.jp/game/1180 

■d ゲーム版 ：http://sknw.dmkt-sp.jp/ 

※d ゲームは NTT ドコモの登録商標です。 

 

＜一騎当千 バーストファイト タイトル概要＞---------------------------------------- 

■タイトル ：一騎当千 バーストファイト 

■ジャンル ：シミュレーション 

■プラットフォーム ：GREE、Mobage、d ゲーム 

■プレイ料金 ：基本無料（アイテム課金制） 

■コピーライト表記 ：©2014 塩崎雄二・少年画報社／一騎当千 EE パートナーズ 

              ©2014 Marvelous Inc 

■公式サイト ：http://www.marv.jp/product/ikki_bf/ 

 

 

＜ハイスクールＤ×Ｄ タイトル概要＞---------------------------------------------- 

■タイトル ：ハイスクールＤ×Ｄ 

http://www.marv.jp/product/kagura_nw/
http://mbga.jp/_game_intro?game_id=12015384
http://mbga.jp/_game_intro?game_id=12015384
http://pf.gree.jp/58363
http://lp.mobcast.jp/game/1180
http://sknw.dmkt-sp.jp/
http://www.marv.jp/product/ikki_bf/
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■ジャンル ：妄想爆発ぷるるんカードバトル 

■プラットフォーム ：GREE、Mobage、d ゲーム 

■プレイ料金 ：基本無料（アイテム課金型） 

■コピーライト表記 ：©2015 石踏一榮・みやま零／株式会社 KADOKAWA 富士見書房刊／ハイスクールＤ×

Ｄ BorN 製作委員会 ©Marvelous Inc. 

■公式サイト     ：https://www.marv.jp/product/hsdd/ 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

株式会社マーベラス 

マーケティング本部 プロモーション部 

TEL：03-5769-7450／FAX：03-5769-7274 

※素材手配・取材のご要望などお気軽にご連絡ください。 

※開発プロデューサーのインタビュー取材等もお受けします。 

https://www.marv.jp/product/hsdd/

