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ニュースリリース                 株式会社マーベラス 

11 月 13 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、11 月 13 日（火）よりイベント「シノビア

イドル ドリームステージ」を開催いたしました。 

 

イベント報酬カードを手に入れよう! 

＜イベント「シノビアイドル ドリームステージ」開催！＞ 

   

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』 

閃乱カグラNewWave 6周年アニバーサリー記念キャンペーン開催！ 

イベント「シノビアイドル ドリームステージ」も同時開催！ 
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◆ストーリー 

忍としていかなる時でも冷静に 

そして任務を全うすること。 

 

その訓練をするのにうってつけの内容…… 

それが「シノビアイドル」である。 

 

神楽もまた、訓練の一員として参加していた。 

果たして自分の技量で観衆を喜ばせることができるのか……。 

そんな不安を抱えながらも、ついに自分の出番が回ってくる。 

 

「では行くぞ――！皆の者、待たせたな！ 

 次なる主役はこの私、神楽だ！私の歌を聴くがよい！！」 

 

さぁ、己が魂をかけて全力で歌い上げろ！！ 

 

◆イベント「シノビアイドル ドリームステージ」開催！ 

本イベントは、「予選」と「本戦」である「頂上決戦・上位決戦・乱戦」の 2 つの期間に分けて行われます。予

選期間中は、ランダムに割り振られた 4 つの所属グループ内でランキングを競います。 

また、頂上決戦・上位決戦・乱戦では予選でのグループランキングに応じて割り振られ、各所属グループ

内でランキングを競います。 

 

イベント期間中に、他のユーザーとのバトルに勝利すると「段位ポイント」が入手できます。入手した「段位

ポイント」「ランキング」「勝利数」に応じて様々な報酬をもらえる大チャンス！ 

また、イベント期間中の「勝利数」で忍としてのランクが決定し、到達した段位に応じて「称号」が手に入りま

す。 

 

さらに、本イベントで手に入る頂上メダルを使用することで、「頂上メダルガチャ」を回すことができます！

「頂上メダルガチャ」では特別なカードが手に入るチャンスとなっております。 

 

◆イベント開催期間： 

予選：2018 年 11 月 13 日(火) 17：00～2018 年 11 月 17 日(土) 14：59 まで 

集計：2018 年 11 月 17 日(土) 15：00～2018 年 11 月 17 日(土) 16：59 まで 

本戦：2018 年 11 月 17 日(土) 17：00～2018 年 11 月 20 日(火) 14：59 まで 
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＜ペアたゆゆん祭開催！＞ 

  
 

たゆゆん祭期間中、プラチナガチャに特効ペア XR カードが登場！ 

プラチナ 10 連ガチャ 2 回目で特効 UR ペアカードがおまけで付いてくることに加え、 

さらにプラチナ 10 連ガチャ 3 回目で無料のエクストラガチャが引ける！ 

 

開催期間：11 月 13 日(火) 17:00 ～ 11 月 16 日(金) 16:59 まで 
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＜閃乱カグラNewWave 6周年アニバーサリー記念！＞ 

プラチナガチャが1日1回無料キャンペーンを開催！ 

 

 

閃乱カグラ NewWave 6 周年アニバーサリー記念！ 

プラチナガチャが 1 日 1 回無料になるキャンペーンを開催します！ 

期間中は毎日 0 時にリセット！ 

 

開催期間：11 月 13 日(火) 17:00 ～ 12 月 31 日(月) 23:59 まで 
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＜閃乱カグラNewWaveシリーズ 6周年SPパックガチャ登場!＞ 

 

 

今回の SP パックガチャでは記念ペア XR 美野里＆雲雀が登場！ 

美野里＆雲雀は 11 月と 12 月に開催するイベントの特効付き！ 

 

開催期間：11 月 13 日(火) 17:00 ～ 12 月 27 日(木) 14:59 まで 
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今回登場するカードを紹介！ 

  
斑鳩＆風雅（ライブにゅうステージ）           燕＆珠姫（ライブにゅうステージ） 

  
芭蕉（ライブにゅうステージ） 
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叢（ライブにゅうステージ） 
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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！！ 

ランキング報酬 LRカードの神楽はHバーストで XRカードに！ 

段位ボーナスで獲得できる「段位証」を集めて XRへ Hバーストしよう！ 

 

個人ランキング上位でイベント報酬「神楽（ライブにゅうステージ）」をGET!! 

 

 

■属性：閃 

■レアリティ： XR 

■スリーサイズ：B95 

W55 H87 

 

 

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/blog_archives/kaguranw/kaguranw_798.html 

 

■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 
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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。 

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/

