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Art Works：カバー付き/A4サイズ/136P/フルカラー 

別冊：A5サイズ/16P/モノクロ 

「ゴシックは魔法乙女」 Art Works 

¥3,800(税込) お一人様２点まで 

「ゴシックは魔法乙女」 
オリジナルサウンドトラック 

¥3,000（税込） 

ケイブの人気シューティング「ゴシックは魔法乙女」のサウンドトラックCDが、満を持して
登場！  

耳慣れたアノ曲や過去イベントの曲など、たっぷり33曲を収録！中にはヒミツの未公開
曲も…！？ さらにブックレットには、本作のサウンドクリエイター・松本大輔による全曲
の解説も収録しました。 

IKDも大推薦！「ゴ魔乙」ファンならマストバイな一品です！！ 

【仕様】CD 1枚/全33曲/ブックレット8P 

タイトル曲、コーラスver、カラオケverの3トラックはどの
キャラのCDもすべて同じ内容となります。 

【仕様】CD 1枚/全11トラック/デジパック仕様 

タイトル曲、コーラスver、カラオケver、ミニドラマ、フリーボイス 

（ミニドラマ、フリーボイスは、ジャケットイラストのキャラクターのみ入っていま
す） 

フリーボイスは「電話着信・メール着信・目覚まし・汎用着信・汎用鼻歌」の5種
類入り 

「ゴ魔乙」から5人の乙女がアイドルユニット「LOVE☆MAXガールズ」としてデ
ビュー！？ 

オリジナルアイドルソングはもちろん、乙女とのデートを楽しめるミニドラマ（各
乙女ならではのシチュエーション♪）や、フリーボイス（電話着信音から目覚ま
しボイス、ご機嫌な鼻歌まで♪）つき！ 

「ゴ魔乙」待望のArt Works本が登場！ 

2015年中にリリースされたイベント、ガチャ、おでかけ、半神、コラボ、魔物
etc.のイラストをはじめ、開発者インタビューも掲載。 

さらに別冊として、5乙女の過去を描いたショートストーリー「第0章 嵐の前
に」を封入！ 

「わたしたち魔法乙女です☆」 

各¥1,000（税込） 

お一人様２点まで 

お一人様 各２点まで 
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おすすめ商品

パッケージ：ブリキペール缶(ふた/バンド付) 

イベント当日販売の缶バッジ309種入り 

ゴシックは魔法乙女 

缶バッジフルコンプセット 

¥70,000(税込) お一人様１点まで 

CAVE SOUND NONSTOP DJ MIX  
“MATSUMOTO SELECTION”  

¥1,500（税込） 

「ゴ魔乙」のサウンドクリエイター松本大輔が、ケイブの過去シューから真BOSS＆
BOSS楽曲をチョイス。NON STOP DJ MIXに仕上げた脳汁出まくりの激アツ盤！ 

【仕様】CD 1枚/全13トラック・約22分ノンストップCD/デジパック仕様 

お一人様２点まで 

イベント会場のガチャで販売される全309種類の缶バッジ。それが全て入った
魔法の缶詰です！ 

「運に頼らず、全部GETだ！」というフルコンプ思考の方のために、若干数ご用
意致しました。 

早いもの勝ちです！！ 
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【サイズ】100mm角・厚み3mm  ナスカン付 

アクリルキーホルダー 

「ゴシックは魔法乙女」 

お一人様各１点まで 各¥1,000(税込) 

カトレア ラナン スフレ 

プルメリア ロザリー 
5人の乙女にレース模様を合わせた、ゴシックデザインのアクリル
キーホルダーです。 

イチオシの乙女ひとり付けも良し、5人全部付けて「ゴ魔乙」愛を最
大アピールするのも良し。 

100mmサイズなのでインパクト大です！ 

【サイズ】 75mm（直径）×90mm（高さ）  

【重 量】250ｇ 

【材 質】磁器 

【容 量】300cc 

マグカップ 

「ゴシックは魔法乙女」 
LOVE☆MAXガールズ 

¥1,200(税込) お一人様２点まで 

アイドルユニット「LOVE☆MAXガールズ」の結成を記念したマグ
カップです。ＣＤ「わたしたち魔法乙女です☆」とセットでどうぞ♪   

クリアファイル 

「ゴシックは魔法乙女」 

ラナン、カトレア、スフレ、プルメリア、ロザリーと、その半神たちを
表裏にそれぞれデザイン。 

あなたの大切な書類を、魔物や外敵から守ります！ 

【サイズ】A4サイズ    【材質】 PP（ポリプロピレン） お一人様各２点まで 各¥500(税込) 

カトレア＆セイラザード ラナン＆ヴォルクレス スフレ＆ウィンダム プルメリア＆イシュトバーン ロザリー＆ヘカトリオン 
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【サイズ】W215×H265×35mm  

【材質】ラバー+ポリエステル 

立体マウスパッド 

「ゴシックは魔法乙女」 
プルメリア 

¥4,500(税込) 

お一人様２点まで 

プルメリアの豊満な胸を感じられるように、可能な限り盛ったマウス
パッドです。驚きの高さと柔らかさは他メーカーのマウスパッドには
ないボリューム。 

【サイズ】W215×H265×(ヒミツ)mm 

【材質】ラバー+ポリエステル 

立体マウスパッド 

「ゴシックは魔法乙女」 
ロザリー 

¥4,500(税込) 

お一人様２点まで 

ロザリーの慎ましい胸を再現したマウスパッドです。 
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戦う5人の乙女たちの姿を、あなたのスマートフォンに。 

ハードタイプはiPhone 5以降のバリエーションで、手帳タイプはAndroidとiPhoneの両方でお使い頂けます。 

【サイズ】60×116mm  【材質】ポリカーボネート 

お一人様２点まで ¥3,000(税込) 

iPhone 5/5s/SE用スマホカバー 

「ゴシックは魔法乙女」（ハード） 

【サイズ】71×141mm  【材質】ポリカーボネート 

お一人様２点まで ¥3,000(税込) 

iPhone 6/6s用スマホカバー 

「ゴシックは魔法乙女」（ハード） 

【サイズ】78.5×160mm  【材質】ポリカーボネート 

お一人様２点まで ¥3,500(税込) 

iPhone 6 Plus/6s Plus用スマホカバー 

「ゴシックは魔法乙女」（ハード） 

【サイズ】152×77×10mm（折りたたんだ状態）   

【材質】PUレザー/ポリカーボネート 

お一人様２点まで ¥4,500(税込) 

iPhone/Android兼用手帳式スマホカバー 

「ゴシックは魔法乙女」 
（ミディアムサイズ） 
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グッズ

キャンバストート 

「ゴシックは魔法乙女」 

「ゴ魔乙」の世界をイメージした、Lサイズのコットントートバッグ。 

メインバッグとして利用可能な使い勝手のいい大きさです。 

会場販売の缶バッジもたくさんつけられます。 

生地は厚手の12オンスを使用してるのでとっても丈夫。 

【サイズ】本体 約480mm×400mm×150mm 

【素材】コットン100％/12oz（厚） 

お一人様２点まで ¥1,800(税込) 

【サイズ】W65×H115×D7mm     【重量】110ｇ 

【付属品】マイクロUSB充電ケーブル 

【電池容量】3.7V/5000mAh 

モバイルバッテリー 

「ゴシックは魔法乙女」 

¥4,500(税込) お一人様２点まで 

スマートフォン・ポータブルゲーム機・タブレットなどが充電可能なモバイルバッテ
リーです。 

5000mAhの容量、カード型サイズで軽量なため、持ち歩きに便利。 

外出先でも充電切れを気にせずプレイできます！ 
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【サイズ】Lサイズ 【素材】綿100％ 【プリント】前・後 【印刷】スクリーン印刷 

「怒首領蜂 一面番長」 
TYPE-C  

¥3,500(税込) 

「怒首領蜂 一面番長」グッズはこちらです。爽やか
なアクアブルーのボディ色はTYPE-C真璃亞の機
体色。胸にはTYPE-Cの文字を大きくあしらい、背
中に一面番長のロゴを入れました。 

お一人様２点まで 

フロント バック 

「ゴシックは魔法乙女」 
ロザリー72 

¥3,500(税込) 

お一人様２点まで 

ロザリーを愛してやまないアナタのために。 

ロザリーのある部分のサイズを背番号風にデザイン。 

ちなみに5乙女の中で一番控えめな大きさ。 

袖部分にワンポイント付。 

【サイズ】Lサイズ【素材】綿100%  
【プリント】前  【印刷】WNT印刷 

「ゴシックは魔法乙女」ラナン 

¥4,000(税込) 

お一人様２点まで 

彼女の誕生月8月にリ
リースされたクエスト「紅
蓮の祭礼」から、浴衣姿
のラナンをフルカラープリ
ント。 

ちょっと和風テイストなデ
ザインがボディ色の黒に
映えます！ 

「ゴシックは魔法乙女」カトレア 

¥4,000(税込) 

お一人様２点まで 

クエスト「お料理パラダイ
ス」から、メイド姿のカトレ
アをフルカラープリント。 

マスターにつくす一途な姿
を、カワイイ一面をもつ彼
女の表情と一緒にどうぞ。 

【サイズ】Lサイズ 【素材】綿100％  
【プリント】後・左袖 【印刷】スクリーン印刷 

【サイズ】Lサイズ【素材】綿100%  
【プリント】前  【印刷】WNT印刷 

バック 
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「ゴシックは魔法乙女」スフレ 

¥4,000(税込) 

お一人様２点まで 

おにいちゃんと一緒にお
いしいお弁当を沢山食べ
て強くなる！ 

無邪気なスフレをフルカ
ラープリント。 

あなたにも元気をくれま
す！ 

「ゴシックは魔法乙女」プルメリア 

¥4,000(税込) 

お一人様２点まで 

クエスト「紅蓮の祭礼」か
ら、日傘を手にした涼しげ
なサマーワンピのプルメリ
アをフルカラープリント。 

さわやかなミントグリーン
のボディが、やわらかな
彼女の雰囲気にぴった
り！ 

「ゴシックは魔法乙女」ロザリー 

¥4,000(税込) 

お一人様２点まで 

いつも強気で実は恥ずか
しがり屋、そんなロザリー
の表情をコラージュしてフ
ルカラープリント。 

POPなボディ色が一味ち
がうロザリーの魅力を引
き出しています！！ 

【サイズ】Lサイズ【素材】綿100%  
【プリント】前  【印刷】WNT印刷 

【サイズ】Lサイズ【素材】綿100%  
【プリント】前  【印刷】WNT印刷 

【サイズ】Lサイズ【素材】綿100%  
【プリント】前  【印刷】WNT印刷 
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ケイブの人気シューティングから、特に人気のイラストがクロスポスターに！ 

紙とは異なる質感が、美しいビジュアルをさらに際立たせます。 

お一人様２点まで 

【サイズ】B2サイズ 
【素 材】Wスエード 
吊紐つき 

「怒首領蜂大往生」 

¥4,800(税込) 

アーケード版ポスターで使用さ
れたイラストです。青い空に、
壊れた機体とエレメントドール
（ショーティア）がとても印象的。 

【サイズ】B2サイズ 
【素 材】Wスエード 
吊紐つき 

「怒首領蜂大復活」 アイ 

¥4,800(税込) 

ゲーム誌の表紙用に描きおろ
しされたアイのイラスト。 

メカですが、あどけなさをも感じ
られる表情がせつない。 

お一人様２点まで 

【サイズ】B2サイズ 
【素 材】Wスエード 
吊紐つき 

「デススマイルズ」鳥かごの4人（無修正版） 

¥4,800(税込) 

アーケード版ポスター用イラス
トの無修正版。ウィンディアの
膝枕で眠る、愛らしいキャス
パー。それを見守るフォレットと
ローザ。 

お一人様２点まで 

【サイズ】B2サイズ 
【素 材】Wスエード 
吊紐つき 

「デススマイルズ」月夜の4人 

¥4,800(税込) 

ゲーム誌の表紙用として描き
下ろしされたイラスト。 

月夜にエンジェルたちが向かう
のは、魔物退治か、それとも？ 

お一人様２点まで 

【サイズ】B2サイズ 
【素 材】Wスエード 
吊紐つき 

「デススマイルズ」5人のロストチルドレン 

¥4,800(税込) 

ディオール家のエンジェ
ル4人とサキュラのイラ
ストです。 

魔物と闘う中の、ひとと
きのくつろぎ。 

お一人様２点まで 
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過去のケイブ祭りなどで販売した商品から、特に人気の商品を復刻＆再販！ 

買い逃されていた方は、この機会をお見逃しなく。 

お一人様 
２点まで ¥2,500(税込) 

あの名作たちを、アレンジも含めて
1枚のCDに収録。 

豪華アレンジャー陣による「ケツ
イ」のアレンジバージョンも！ 

CD1枚/全29曲/ 
ブックレット8P  

「怒首領蜂大往生/ケツイ
～絆地獄たち～」 
オリジナルサウンドトラック 

お一人様 
２点まで ¥3,200(税込) 

ゲーム音源はもちろん、エンディン
グで使用したボーカル曲やキャラ
クターのボイス、イメージソングも
収録。 

CD1枚/全23曲（Voice 
Collection含） /ブック
レット8P  

「デススマイルズ」 
オリジナルサウンドトラック 

お一人様 
２点まで ¥3,000(税込) 

その旅は、ふたりの想いをつない
でいく。 

ゲームの感動と興奮を、サウンド
で再び！ 

CD1枚/全17曲（Voice 

Collection含） /ブック
レット10P 

「虫姫さまふたり」 
オリジナルサウンドトラック 

お一人様 
２点まで ¥3,000(税込) 

レコ姫の旅を振り返るゲーム音源
をはじめ、ロケテスト版BGMやボ
イスなど、すべてを網羅。 

CD1枚/全19曲（ Voice 

Collection含） /ブック
レット8P  

「虫姫さま」 
オリジナルサウンドトラック 

お一人様２点まで ¥1,000(税込) 

ロザリーたっての「願い事」を叶えるため、多くのマスターがロザリーの「あのツボ」を押
しまくった日々。。スペシャルサイト「ゴ魔フェス」から誕生した初の商品です。 

まな板としてはモチロン、マウスパッドとしてもご使用頂けます。 

【サイズ】320×210mm【材質】ポリプロピレン 耐熱温度：70℃ 

ロザリーはまな板乙女～さっさと大きくしなさい！～ 

お一人様 
３点まで ¥2,800(税込) 

設定資料やラフなど、多数の資料を
収録。本作のキャラクターデザイン
を担当した漫画家、井上淳哉氏によ
る漫画も。 

B5サイズ/128P 

「デススマイルズ」 
公式設定資料集 

お一人様 
３点まで ¥2,000(税込) 

異世界ジルバラードを舞台とした
STG「ゴシックは魔法乙女」と「デ
ススマイル」シリーズの楽曲をセレ
クト。 

ゴシックな世界にひたれる1枚です。 

CD1枚/全12曲/デジ
パック仕様 

CAVE GOTHIC 
COLLECTION  SPECIAL 
MINI ALBUM 
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おすすめ商品

お一人様２点まで 

Tシャツ 

「怒首領蜂大往生」 
（復刻） 

「緋蜂」と「大往生」ロゴをあしらったデザインです。 

 

【サイズ】Lサイズ 【素材】綿100％ 【プリント】前後 【印刷】シルク印刷 

フロント バック 

¥3,500(税込) 

お一人様２点まで 

Tシャツ 

「ケツイ～絆地獄たち～ 」 
（復刻） 

EVAC社のロゴが黒に映えます。 

どんなコーディネートでも、「俺、EVAC命。」とさりげ
に主張してしまうハイセンスなデザインです。 

世界的企業であるEVAC社のお土産ショップ（本社
4F）で、「6年連続売上NO.1」というのも頷けます。 

フロント バック 

¥3,500(税込) 

お一人様２点まで 

Tシャツ 

「怒首領蜂大復活」 
（復刻） 

「大復活」といえば気持ちよくハイパーで敵をなぎ払っ
ているときに出てくるあの憎らしきデインジャー様、で
はなくて六角形！ 

この六角形をモチーフにロゴなどをあしらって、オト
ナーなデザインに仕上げてみました。 

フロント バック 

¥3,500(税込) 

【サイズ】Lサイズ 【素材】綿100％ 【プリント】前後 【印刷】シルク印刷 

【サイズ】Lサイズ 【素材】綿100％ 【プリント】前後 【印刷】シルク印刷 



－13－ 

おすすめ商品

抱き枕カバー 

「デススマイルズ」 
キャスパー 

キャスパーと一緒に、いい夢を
見られますように…！ 

【サイズ】 160cm×50cm  

【素 材】 2wayトリコット 

お一人様２点まで 

¥10,000(税込) 

抱き枕カバー 

「デススマイルズ」 
ティアラ 

ジルバラード国王の孫娘、ティ
アラ。 
自室のベッドではプリンセスが
こんなことに…！？的な妄想を
掻き立ててくれるカバーに仕上
げました。 【サイズ】 160cm×50cm  

【素 材】 2wayトリコット 

お一人様２点まで 

¥10,000(税込) 

抱き枕カバー 

「デススマイルズ」 
サキュラ 

セクシーなサキュラの表情に、
ドキドキしてください。 

【サイズ】 160cm×50cm  

【素 材】 2wayトリコット 

お一人様２点まで 

¥10,000(税込) 

抱き枕カバー 

「エスプガルーダ」 
セセリ 

可愛らしさとプライドの高さが
魅力のセセリ。 

シンラの“皇子”でも、眠るときく
らいは女の子に戻りたい？ 【サイズ】 160cm×50cm  

【素 材】 2wayトリコット 

お一人様２点まで 

¥10,000(税込) 


