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株式会社ホビーストック企画商品 『閃乱カグラ NewWave G バースト』B2 タペストリー2 種、ポストカードセット 5

種 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 3 月 16 日より、弊社企画商品『閃乱カグラ NewWave G バースト B2 タペストリー』2 種、『閃乱

カグラ NewWave G バースト ポストカードセット』5 種の予約受付を開始したことをお知らせいたします。 

また、『閃乱カグラ NewWave Gバースト アクリルフレーム＆ポストカードセット』4種の再販が決定、予約受付を開始いたしまし

た。 

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

 

 

■ 『閃乱カグラ NewWave G バースト B2 タペストリー』2 種 商品説明 

モバイルゲーム『閃乱カグラ NewWave G バースト』から、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下さい！ 

 

＜ラインナップ＞ 

閃乱カグラ NewWave G バースト B2 タペストリー 四季 

閃乱カグラ NewWave G バースト B2 タペストリー 紫 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了

承ください。 

 

■ 商品仕様 

素材：ポリエステルスエード 

サイズ：縦約 728mm×横約 515mm（B2 サイズ） 

パイプ・紐付き 

価格：各 3,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2017 年 5 月 

 

 



■ 『閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット』5 種 商品説明 

モバイルゲーム『閃乱カグラ NewWave G バースト』から、ゲームに登場する美麗カードイラストを枠なしで堪能できる 10

枚組のポストカードセットが登場です！ 

別売の「閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット」付属のアクリルフレームに入れてもお

楽しみいただけます。 

 

 

＜ラインナップ＞ 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット 飛鳥 二回戦 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット カグラ千年祭執行部 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット 麗王 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット 夕焼 

閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット 菖蒲 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 148mm×横約 100mm 

素材：紙製／フルカラー印刷 

ポストカード 10 枚組セット（10 種類×各 1 枚入り） 

価格：各 1,200 円＋税 

 

■ 発売日 

2017 年 5 月 

 

 

 

■ 『閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット』4 種 再販決定！ 

モバイルゲーム『閃乱カグラ NewWave G バースト』から、アクリルフレームと 10 枚組のポストカードのセットが再登場！ 

お好みのポストカードをアクリルフレームに挟んで飾ってご堪能下さい。 

また別売の「閃乱カグラ NewWave G バースト ポストカードセット」の好きなキャラのポストカードを入れてもお楽しみいた

だけます！ 

 



 

＜ラインナップ＞ 

【再販】閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 雪泉 

【再販】閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 芭蕉 

【再販】閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 斑鳩 

【再販】閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 詠 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

・アクリルフレーム 

サイズ：縦約 184mm×横約 150mm 

素材：アクリル・金属 

脚 2 本付属 

・ポストカード 

サイズ：縦約 148mm×横約 100mm 

素材：紙製／フルカラー印刷 

ポストカード 10 枚組セット（10 種類×各 1 枚入り） 

価格：各 3,200 円＋税 

 

■ 発売日 

2017 年 5 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップ購入特典 

ホビーストックで購入された方にはもれなく、商品とは異なるカードイラストのポストカードが特典でそれぞれ付属します。 



 

【ホビーストック WEB ショップ商品ページ】 

閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 雪泉 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002611 

閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 芭蕉 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002064 

閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 斑鳩 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002612 

閃乱カグラ NewWave G バースト アクリルフレーム＆ポストカードセット 詠 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002613 

 

 

 

■ 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 

(C)Marvelous 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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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)2005-2017 HOBBY STOCK inc. 


