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株式会社ケイブ

ケイブ
iPhone®/iPod touch®向けゲームアプリ第 3 弾

『虫姫さま BUG PANIC』
ついに！
ついに！2010 年 11 月 18 日（木）より

AppStore にて配信
にて配信決定
配信決定！！
決定！！

配信記念 4 日間限定 450 円で提供

この度、エンターテインメント事業を展開する株式会社ケイブ（本社：東京都新宿区、代表取締役
社長：高野健一 JASDAQ コード:3760）は、2010 年 11 月 18 日（木）より AppStore®にて iPhone®
／iPod touch®向けゲームアプリ第 3 弾『虫姫さま BUG PANIC』を国内及び全世界へ向け配信開
始致しますので、これをお知らせ致します。

＜ 配信記念 4 日間限定 450 円で提供 ＞
iPhone®/iPod
iPhone /iPod touch®アプリ
touch アプリ第
アプリ第 3 弾配信記念として
弾配信記念として
2010 年 11 月 18 日（木）から 21 日（日）までの 4 日間
通常価格 600 円（税込）
税込）のところを
特別価格 450 円（税込）
税込）にて提供
にて提供いたします
提供いたします！
いたします！
※ 海外での特別価格は 4.99 米ドル⇒3.99 米ドル/5.99 豪ドル⇒4.99 豪ドル/2.99 ポンド⇒2.39 ポン
ド/3.99 ユーロ⇒2.99 ユーロとなります。
※ 特別価格での配信開始日及び時間、終了日及び終了時間につきましては地域によってズレが御
座いますので、購入の際には必ず価格の確認をお願い致します。
※ LITE 版の配信は後日となります。
AppStore URL：
URL：
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=400616982&mt=8

≪ アプリ概要
アプリ概要 ≫
人気シューティングゲーム
人気シューティングゲーム「
シューティングゲーム「虫姫さま
虫姫さま」「
さま」「虫姫
」「虫姫さまふた
虫姫さまふたり
さまふたり」が
弾幕アクション
弾幕アクションゲーム
アクションゲームで
ゲームで登場！
登場！
「虫姫さまふたり
虫姫さまふたり」
さまふたり」のその後
のその後を描いたストーリー
いたストーリーが
ストーリーが展開、
展開、レコの
レコの新たな冒険
たな冒険が
冒険が始まる。
まる。
再びシンジュが
シンジュが森に平和を
平和を取り戻せ！皆で BUG BUG PANIC しちゃおう！
しちゃおう！

「虫姫さま
虫姫さま BUG PANIC」
PANIC」のポイントはここ
ポイントはここ！
はここ！
● 【アドベンチャーモード】
アドベンチャーモード】と【スコアアタックモード】
スコアアタックモード】2 つのゲームモード
つのゲームモードを
搭載！
ゲームモードを搭載！
【アドベンチャーモード】
アドベンチャーモード】
「虫姫さまふたり」のその後を描いたストーリーが、コミック形式で展開！
主人公レコと共に、再びシンジュが森に平和を取り戻そう！

弾幕シューティングとは一味違う、弾幕アクションを体感！

【スコアアタックモード】
スコアアタックモード】
エンドレスモードとタイムアタックモード 2 種類のモードを搭載！ハイスコアを目指せ！

アドベンチャーモードで各ワールドをクリアしていくと、スコアアタックモードのステージも増えてい
くぞ！

● Game Center に対応！
対応！
それぞれのゲームモードとランキングに対応、日本語にも対応しているので、友達や世界中のプ
レイヤー達とハイスコアを競おう！ゲーム内の様々な条件を満たせば、アチーブメント（実績）を獲
得できるぞ、目指せ！実績コンプリート！

● 著名コンポーザー
著名コンポーザーによる
コンポーザーによる完全新作
による完全新作 BGM！
BGM！
コンポーザーには数々のゲームミュージックを手がける山根ミチル氏と、現代音
楽から幅広いジャンルで活躍する野澤美香氏が参加。両氏による完全新作 BGM！

コンポーザープロフィール ※ 敬称略
◆山根 ミチル

香川県生まれ。幼少よりピアノ＆エレクトーンを習い始め、作曲も始めるようになる。愛知県立芸
術大学作曲専攻。在学中にコンピュータ＆シンセサイザーによる音楽制作に出会う。卒業後、テ
レビゲームメーカーに音楽制作スタッフとして入社。数多くのゲームソフト音楽制作に携わる。
2008年に独立し、現在はフリーランスの作曲家として幅広い音楽活動を目指している。
代表作として「悪魔城ドラキュラシリーズ」「幻想水滸伝」など・・・
◆野澤 美香

故、入野義朗に作曲を師事。国立音楽大学作曲学科卒業。
欧米の現代音楽祭からの招聘などを中心に、国内外からの楽曲委嘱やアーティストとのコラボレ
ーションを展開。
また、現代音楽の語法を下敷きにジャンル間を横断するユニークな作風で映画音楽、舞台音楽、
TV ドラマ、CM 音楽等を手がける。
ゲーム音楽は「幽遊白書」「鉄腕アトム」「クレヨンしんちゃん」など初期の作品を経て久々の登場と
なる。

● ミニゲーム「
ミニゲーム「ジグソーパズル」
ジグソーパズル」を実装！
実装！
「虫姫さまふたり」でキャラクターデザインを担当した人気イラストレーターHACCAN 氏渾身の描き
下ろしイラスト！！
アドベンチャーモードの各ステージに隠されているカブタンを集めて、ミニゲーム「ジグソーパズ
ル」を完成させよう！

■ 『虫姫さま
虫姫さま』
さま』とは
2004 年に稼動を開始した当社の業務用縦スクロールシューティングです。
奥深いゲーム性と独特の世界観、魅力的なキャラクターが好評を博し、2006 年には続編『虫姫さ
まふたり』が稼動開始しました。
2010 年 11 月 11 日には Xbox360®版プラチナコレクション『虫姫さまふたり ver 1.5』の発売も決
定しており、家庭用ゲーム機やモバイルにも移植されている人気タイトルです。

■ 主な仕様
アプリタイトル：『虫姫さま BUG PANIC』
対応機種：iPhone4/iPhone3GS/iPod touch 第3世代(Late 2009,End 2009 32GB 及び64GB)以降
/iPad
対応OS：iOS4.1以降 （※ iPadについてはiOS4.2以降となります。）
対応言語：日本語/英語
配信地域：全世界
配信日：2010年11月18日（木）
配信価格：製品版（通常価格） 600 円（税込）/4.99 米ドル/5.99 豪ドル/2.99 ポンド/3.99 ユーロ
CAVE WORLD 公式ホームページ
公式ホームページ URL：
URL：http://www.cave-world.com/
CAVE WORLD 公式 twitter URL: http://twitter.com/cave_world
CAVE
CAVE 公式 facebook®
facebook URL：
URL：
http://www.facebook.com/#!/pages/zhu-shi-hui-she-CAVE/126099430770713
Youtube URL：
URL：http://www.youtube.com/watch?v=Uv8JOCE3T_I
ニコニコ動画
ニコニコ動画 URL：
URL：http://www.nicovideo.jp/watch/sm12508562
※ 対応機種、対応OSの表記につきましては十分な配慮を頂きますようお願い致します。
※ 海外での特別価格は 4.99 米ドル⇒3.99 米ドル/5.99 豪ドル⇒4.99 豪ドル/2.99 ポンド⇒2.39 ポン
ド/3.99 ユーロ⇒2.99 ユーロとなります。
※ 特別価格での配信開始日及び時間、終了日及び終了時間につきましては地域によってズレが御
座いますので、購入の際には必ず価格の確認をお願い致します。
※ LITE 版の配信は後日となります。
■ 株式会社ケイブ
株式会社ケイブは、モバイルメディアやインターネット上で、趣味性の高いエンターテインメントコン
テンツを企画・制作・運営・マーケティングするエンターテインメント事業を展開しています。
エンターテインメントを通して楽しめる“コミュニティ”を構築し、オンラインゲームはもとより、あらゆるオ
ンラインエンターテインメントをすべてのお客様に提供していきます。
コーポレートサイト：http://www.cave.co.jp/
■ iPhone 版『虫姫さま BUG PANIC』に対するコピーライト表記
©2010 CAVE CO.,LTD.
※ 『虫姫さま』『虫姫さまふたり』は株式会社ケイブの登録商標です。
※ iPhone、iPad、iPod touch および App Store は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.
の登録商標または商標です。
※ Xbox 360 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商
標です。
※ その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

