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2009 年 4 月 24 日
株式会社ケイブ

『春爛漫！オンラインケイブ祭り』第 2 部
5 月 16 日（土）正午よりスタート
『ケツイ』アレンジ CD や、ゲームのイメージソングアルバムを販売
さらに、人気イラストレーターPOP 氏のキャラを使ったグッズも！

オンライン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、大証
ヘラクレスコード：3760）は、2009 年 5 月 16 日（土）正午より、「ケイブ ゲームグッズオンライン
ショップ」内におきまして、『春爛漫！オンラインケイブ祭り 第 2 部 〜お NEW もあるよ！恒例
オリジナルグッズ編〜』を開催いたします。
今回の『オンラインケイブ祭り』は、2部構成で開催しております。4月18日（土）正午より開催され
た「第1部 Xbox 360版発売記念！デススマイルズ祭り編」は、ファンのみなさまから大きな反響を
いただき、早々に商品が完売。好評のうちに終了となりました。
第2部では、ケイブの人気アーケードゲーム関連の新商品をはじめ、過去に秋葉原に出店した
リアルショップ「ケイブ祭り」で人気を博した商品も多数販売。さらにケイブ史上初となる、モバイ
ルコンテンツのグッズを販売いたします。
なかでも注目の新商品は、人気アーティストが多数製作に参加した『ケツイ〜絆地獄たち〜』の
アレンジCD。また、ケイブアーケードゲームのイメージソングを集めたCD『ケイブのうた』も販売い
たします。いずれのCDも、多数のファンのご要望により商品化するに至ったものとなります。
他、シューター専用ブランド『キヤイヨケ』からは「弾幕除けお守り」が、そして早くも『デススマイ
ルズⅡ』（5月中旬稼動予定）のグッズも登場するなど、ファンには見逃せないものばかりをご用意
しております。
そして、ケイブモバイルコンテンツからは、人気アクションRPG『ラヴニーの絵本』のかわいいキ
ャラクターグッズを多数販売いたします。通常、『ラヴニーの絵本』のゲームアプリ会員でしか手に
入らないキャラクターイラストが、絵馬やクッションカバー、マグカップとなって登場いたします。

第２部も、盛りだくさんの内容となっております。商品情報などは随時お知らせしてまいりま
すので、今後の情報にぜひご注目ください！

目玉商品多数！第 2 部で販売するグッズはコレだ！
第 2 部では、ケイブの人気アーケードゲームに関連したさまざまなグッズや、ケイブ史上初とな
るモバイルコンテンツのキャラクターグッズを販売いたします。

■『ケツイ〜絆地獄たち〜』アレンジアルバムを発売！
ケイブの誇る名作シューティング「ケツイ〜絆地獄たち〜」のアレンジアルバムが登場！ゲームサウ
ンドの著名アーティストたちにより、さらなる進化を遂げた「ケツイ」サウンドをお届けします。
さまざまな切り口からアレンジされた曲は、まさに「すばらしい」の一言に尽きる聴き応え。それぞれ
のアレンジャーの個性を出しつつ、「ケツイ」サウンドの新しい魅力を引き出しています。
「ケツイ」やゲームミュージックファンのみならず、すべての音楽ファンにご満足していただける、珠玉
のアルバムです。
「ケツイ〜絆地獄たち〜」アレンジアルバム
■仕様 ：12cmCD1 枚/全 12 曲/ブックレット 8P
【トラックリスト】※ カッコ内は担当アレンジャー、敬称略
01.DOOMSDAY Select （なるけみちこ）
02.INTERCEPTION−喧騒の街（渡部恭久）
03.DARKENED（兄貴・葉山宏治）
04.BREAKTHRU（梅本竜）
05.SUBURB - 機甲の緑（TECHNOuchi）
06.CANAL FLEET - 夕暮の艦隊（与猶 啓至）
07.DEFENSIVE LINE - 闇に潜む（Virt）
08.EVAC INDUSTRY - 審判の日（海田明里）
09.SCAFFOLD（山中季哉）
ジャケット画像

10.NO REMORSE（Wasi303）
11.AFTERGLOW（山田一法）
12.LAST WORDS（岩垂徳行 Noriyuki Iwadare）

■ ケイブ人気ゲームのイメージソングを集めたアルバム『ケイブのうた』発売！
ケイブの人気アーケードゲームのイメージソングを
集めたアルバム（CD＋特典 DVD）が、ついに登場！
CD は、定番曲や新曲を含め、全 15 曲を収録。おな
じみの『ピンクスゥイーツ〜鋳薔薇それから〜』、『むち
むちポーク！』などのイメージソングはもちろんのこと、
数々のケイブアーケードゲームのイメージソングを手
がけてきた“内藤那津子”が、今回の為に新たに書き
下ろした新曲のイメージソングを収録しています。
そして、特典 DVD には、『CAVE シューティング HISTORY』、『げーむせんたーCaveX 〜那津子の挑戦
〜』、『どどんぱち大音頭 〜カラオケ特別 PV〜』ほか、多数収録！
これだけ詰まって 3,675 円（内税）は安い！？

ケイブのうた 〜コンピレーションイメージソングアルバム〜
■仕様 ：12cmCD（ピクチャーレーベル）1 枚/全 15 曲/特典 DVD1 枚
【トラックリスト】※ カッコ内は該当するゲームタイトル
01. レコ de 唱歌（パズル！虫姫たま）
02. この森のどこかで・・・・（虫姫さま）
03. I BALOVE☆SONG（ピンクスゥイーツ〜鋳薔薇それから〜）
04. キンイロの星降るうたかたの夜に（虫姫さまふたり）
05. むちぽーきゅ！（むちむちポーク！）
06. 交狂曲「デススマイルズ」（DEATH SMILES）
07. どどんぱち大音頭（怒首領蜂大復活）
08.【新曲】？？？？？？？？
09.【新曲】？？？？？？？？
10.番長の番々ブルース（メダル麻雀 もうかり番長）
ジャケット画像

11.がっぽりサンバ（メダルガンシュー パイレーツオブがっぽり）
12.ウハウハランデヴウ（ウハウハ大奥）
13.タコとキンギョと阿波踊り（お祭りやさんシリーズ〜きんぎょすくい＆元
祖！たこやき）
14.【新曲】(アレンジ Ver.）？？？？？？？
15.【新曲】(アレンジ Ver.）？？？？？？？

☆新曲情報は随時、公式サイト上で公開していきますので要チェック！☆

■シューター専用ブランド『キヤイヨケ』からも新商品が！

昨年末の「ケイブ祭り」で、ユーザーからのご
提案をもとにデビューしたシューター専用ブラ
ンド『キヤイヨケ』。今回は、新商品『弾幕除け
お守り』を販売いたします。
このお守りがあれば、多くのプレイヤーが苦し
められている激しい弾幕を攻略できるかもし
お守り
（弾幕除け 赤）

お守り
（弾幕除け 青）

れません。

■超ど級弾幕から逃げ切った後に、この一杯。『最終鬼畜焼酎専用大佐グラス』を発売。
『怒首領蜂』からは、『最終鬼畜焼酎専用大佐グラス』を販売いたします。
あのロンゲーナ大佐をサンドブラスト加工でグラスに入れた、高級感にあふれる贅沢な一品です。

商品画像は後日公開しますので、ご期待ください。

■他にもこの新商品は見逃せない！
先ごろ Xbox 360 版への移植が発表された「虫姫さまふたり」、そして 5 月中旬から稼動予定
の「デススマイルズ II」のグッズもご用意しています。どちらも、シューティングファンにとっては、
今注目必須のタイトル。その新商品をいち早く、ご用意しました。
■その他、定番の人気グッズも販売！
過去に実施した「ケイブ祭り」の人気グッズから、特にご要望の多かった商品をオンラインで販
売いたします。
『エスプガルーダ』からは、人気キャラクター「セセリ」の抱き枕カバー
過去に販売したサウンドトラック CD。（『怒首領蜂大往生/ケツイ』、『虫姫さまふたり』他）
シューター専用ブランド『キヤイヨケ』T シャツ

など、他にも多数の人気商品をご用意しています。

ケイブ史上初！モバイルコンテンツのグッズ販売が決定！
ケイブのモバイルコンテンツの中から、今回は特に人気のアクション RPG『ラヴニーの絵本』の
グッズを販売いたします。絵本のようなメルヘンチックな世界観が満載のイラストを、グッズでお楽
しみいただけます。

≪ラヴニーの絵本グッズ（一部ご紹介）≫
■肌触りバツグン！な、クッションカバー
『ラヴニーの絵本』のキャラクターが両面にプリントされたクッションカバーです。ゲームキャラク
ターのほっぺや太ももと同じやわらかさであろう、なめらかなカバーの肌触りは、必ずやご満足い
ただける素材です。イラストデザインは 2 種類。「ぷにぽよクッションカバー」（写真参照）と、人気キ
ャラクターとの添い寝気分を味わえるイラストが描かれた「お昼寝天使クッションカバー」です。
[サイズ] 30cm×30cm
☆ぷにぽよクッションカバー
ゲームのキャラクター「カレージ」の顔とおしりのイラストがかわいいカバーです。
表

裏

■「ひみつのおはなし付きラヴニーカレンダー」
12 ヶ月分 12 枚のキャラクターイラストがあしらわれているカレンダー。6 月はじまりのカレンダー
なので、今からでもご利用いただけます。日付欄には、各キャラクターがゲーム内で発するセリフ
が、キャラクターアイコンと共に記載されています。
※今回はご購入者全員に、「モンスター設定原画集」3 枚をプレゼントいたします！

■「ラヴファーまぐま〜ぐ」
『ラヴニーの絵本』のラヴニーとファーのイラストがあしらわれたマグカップです。
[サイズ]78mm×92mm [容量]250cc
※写真は、マグカップにプリントされるイラストになります。

表

裏

■丑（ウシ）の絵馬より、神様の目に止まりやすい！？「絵馬」
『ラヴニーの絵本』のキャラクター「インプレス」が、絵馬になって登場！
．．．．
絵本の妖精・インプレスが、イタ〜い願い事も叶えてくれる！？・・・かもしれません。
☆この他にも、プレミアム缶バッジやクリアファイル、絵はがきなども販売！
『ラヴニーの絵本』のファンだけでなく、POP 氏の描くイラストのファンも必見なアイテムを多数取
り揃えております。
≪携帯アプリ『ラヴニーの絵本』アクセス方法≫
[iMenu]⇒[メニューリスト]⇒[ゲーム]⇒「ロールプレイング」⇒[ラヴニーの絵本]

■『春爛漫！オンラインケイブ祭り』開催概要
「春爛漫！オンラインケイブ祭り」は、「ケイブ ゲームグッズオンラインショップ」にて開催いたしま
す。概要や各商品の詳細は順次、オンラインショップ内にてご紹介してまいります。
☆開催日時☆
第１部 4 月 18 日（土）正午〜（※すでに終了いたしました）
Xbox 360 版発売記念！デススマイルズ編
第２部 5 月 16 日（土）正午〜予定
お NEW もあるよ！恒例オリジナルグッズ編
※商品がなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承ください。

◇『オンラインケイブ祭り』お知らせページ◇
http://cave.shop-pro.jp/?mode=f12
◇ケイブ ゲームグッズオンラインショップ◇
http://cave.shop-pro.jp/（PC・ケータイサイトとも共通）
◇『ゲーセン横丁（極上シューティング）』◇
ケイブのモバイルサイト「ゲーセン横丁」内で、「オンラインケイブ祭り」特設ページを開設予
定。こちらもご覧ください！
【アクセス方法】[iMenu]⇒[メニューリスト]⇒[ゲーム]⇒「ロールプレイング」⇒[ラヴニーの絵本]

■画像につきまして
画像は制作中のものも含まれるため、実際のものとは異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

■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メント事業を展開しています。
エンターテイ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メントをすべてのお客様に提供していきます。

■本件に関する問い合わせ
モバイルコンテンツ部：山本 由華梨
E-MAIL:yamamoto.y@cave.co.jp
TEL:03-6379-9647（モバイルコンテンツ部直通)／FAX:03-5360-7744

