株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中のカード型サスペンスアプリ
「六本木サディスティックナイト」 が2021年11月にサービス開始6周年の感謝企画を発表したことをお知らせい
たします。
「六本木サディスティックナイト」は六本木を舞台に美女だけで構成された“チーム”と一緒に事件に挑む、カー
ド型サスペンスアプリです。本能に訴えかけるストーリーと、累計2,000枚以上の魅力的なカードイラストが人気
を博し、2021年11月にサービス開始6年を迎えることができました。
6周年を記念して、既に人気イラストレーター陣とのコラボや、キャラクターソングCDの発売を発表しております
が、この度新たにご用意した感謝企画をお知らせいたします。
周年を迎え、ますます盛り上がる「六本木サディスティックナイト」をお楽しみください。

「六本木サディスティックナイト」公式サイト： http://sus-app.voltage.co.jp/roppongi.html
「六本木サディスティックナイト」公式Twitter(@ropng_night)： https://twitter.com/ropng_night

期間中ログインすると、クリスタル（アプリ内アイテ
ム）がたくさん手に入るログインボーナスを実施中で
す。ログインボーナス2日目にはURアクセサリー
「メモリアルフォトプロップス」を手に入れることがで
きます。
【実施期間】11月24日(水)5:00～12月1日（水）4:59

UR「メモリアルフォトプロップス」

サービス開始6周年感謝セットを期間限定で販売し
ております。 「10連10人目覚醒可UR確定オファーチ
ケット」やMR＆UR覚醒素材、育成素材が手に入る
お得なセットです。
【開催期間】11月24日(水)15:00～30日(火)14:59

6周年を記念して「UR [些細な幸せ] 柊トウカ」が登場
します。
記念のカードをぜひ手に入れてください。
カード獲得方法
●イベント「チャレンジワーク」
期間内に「ガールズバトル」で勝利数に応じて報酬が
手に入るイベントです。
今回のイベントはサービス開始6年感謝の特別報酬
として「UR [些細な幸せ] 柊トウカ」が手に入ります。
※「ガールズバトル」とは手に入れたメンバーで組んだチームで他
プレイヤーと対戦をするイベントです。勝利する、ストーリー内の
ミッションを達成するための「熟練度」や自分のレベルを上げる「経
験値」が手に入ります。

【開催期間】11月24日(水)15:00～30日(火)14:59

UR [些細な幸せ]
柊トウカ

●「チャレンジワーク」のほか、12月に登場するワーク
（アプリ内ミッション）やイベントでも入手が可能です。
詳細はアプリにてご確認ください。

2021年7月より実施し、ご好評いただいているスペシャルイラストコラボ企画の第4弾を実施しております。
今回はぽよよん♥ろっく先生に鬼川ナツ、西又 葵先生に蔵重ミズキのイラスト描き下ろしイラストを制作いただき
ました。2人の先生による美麗なイラストをぜひアプリでもお楽しみください。
鬼川ナツの描き下ろしイラストを
制作いただきました。
ぽよよん♥ろっく
代表作
・「クイズマジックアカデミー
ロストファンタリウム」
（スマートフォン向けゲーム）
・「AKIBA'S TRIP 2」（家庭用ゲーム）
・「ぽぽたん」（PCゲーム）
公式Twitter（＠punipoyo）：
https://twitter.com/punipoyo

西又 葵（Nishimata Aoi）
代表作
・「SHUFFLE! シリーズ」
（アニメ/PC/家庭用ゲーム）
・「俺たちに翼はない シリーズ」
（アニメ/PC/家庭用ゲーム）
・「それは舞い散る桜のように」
（PCゲーム）
・「月に寄りそう乙女の作法 シリーズ」
（PC/家庭用ゲーム）
公式Twitter（＠aoi_nishimata）：
https://twitter.com/aoi_nishimata

鬼川ナツ
誕生日：6/15
年齢：17歳
血液型：AB型
身長：165cm
体重：45kg
帝王大学付属高等学校の2年生。
一見普通の女子高生だが、
その正体は六本木を守る美女チームの一員。
空手の腕前は随一。
蔵重ミズキの描き下ろしイラストを
制作いただきました。
蔵重ミズキ
誕生日：9/16
年齢：21歳
血液型：AB型
身長：170cm
体重：52kg
昼はモデルとして、夜は六本木を守る
美女チームの一員として。
二つの顔を持つ、
クールビューティーな美女。
ボクシングの腕前はかなりのもの。

①スペシャルオファー（ガチャ）
「コラボMR確率超アップSPオファー」
コラボイラストを使用した「MR[駆け抜けた夏]鬼川ナ
ツ」と「MR[野花の祝福]蔵重ミズキ」のカードが追加さ
れたオファーをご用意しております。
【開催期間】11月24日(水)15:00～30日(火)14:59

MR[駆け抜けた夏]
鬼川ナツ

MR[野花の祝福]
蔵重ミズキ

SR[Collab]
鬼川ナツ

SR[Collab]
蔵重ミズキ

②期間限定イベント開催
期間内に「ガールズバトル」で一定数勝利を収めると、
コラボイラストを使用した「SR[Collab]鬼川ナツ」の
「SR[Collab]蔵重ミズキ」のカードがどちらも手に入ります。
※「ガールズバトル」とは手に入れたメンバーで組んだチームで
他プレイヤーと対戦をするイベントです。勝利する、ストーリー内のミッ
ションを達成するための「熟練度」や自分のレベルを上げる
「経験値」が手に入ります。

【開催期間】11月24日(水)15:00～12月13日（月）14:59

サービス開始6周年を感謝して3種類の
スペシャルオファー（ガチャ）を実施いたします。
コラボMR確率超アップSPオファー
6周年を記念しコラボイラストイラストレーターコラボの
「MR[駆け抜けた夏]鬼川ナツ」と「MR[野花の祝福]
蔵重ミズキ」
をオファーに追加いたします。
さらに「MR」の排出確率が5倍にアップします。
【開催期間】11月24日(水)15:00～30日(火)14:59
LimitedMRナツ/ミサト/ハル/アズサ復刻SPオファー
アプリ内の新TOPイラストを使用した「LimitedMR」を
復刻したオファーです。
【開催期間】11月26日(金)15:00～28日(日)14:59
3回限定 5人すべてSR以上確定5連SPオファー
すべてSR以上確定のオファーです。
※おひとり様3回までです。

【開催期間】11月28日(日)15:00～30日（火)14:59

11月に第1回を配信し、ご好評いただいた、YouTube LIVEの第2回配信が12月2日（木）に決定いたしました。
第2回の出演者は鬼川ナツ役の田辺留依さんと大場ミサト役の小岩井ことりさんです。
今回もラジオ形式の配信番組をお届けします。ボイスドラマとキャラクターソングのお話や「六本木サディス
ティックナイト」の最新情報をお届けするほか、この放送でしか聞けない生朗読もご用意しております。当日は
YouTube LIVE内のコメント欄にて出演者のお二人と盛り上がりましょう。
事前のチャンネル登録や通知オン設定もお忘れなく！
タイトル：RADIO EAR BAR Night Jewel
日時：2021年12月2日(木)20:00～21:00予定
配信URL：https://youtu.be/zb652RyTbWU

出演※敬称略・順不同

※YoutubeLiveの視聴は無料です

質問を大募集！
Twitterでハッシュタグ「#六本木SN6th」を
つけてツイートすると番組内で
皆様からいただいた質問に
田辺さんと小岩井さんがお答えします！
※「六本木サディスティックナイト」アプリ内でも
質問を募集いたします。

田辺留依
（鬼川ナツ役）

小岩井ことり
（大場ミサト役）

キャストのみなさんが歌う六本木サディスティックナイトのキャラクターソングCDを発売いたします。
彼女たちの魅力的な歌唱をぜひお楽しみください。
◆CD概要
キャラクターソングCD「六本木サディスティックナイト」
発売日：2021年12月22日（水）
品番：KICM-3369
価格：￥2,200（税込）

◆収録内容
M1.六本木サディスティックナイト ～Night Jewel Version～
歌：鬼川ナツ（CV.田辺留依）大場ミサト（CV.小岩井ことり）
弓長ハル（CV.渕上舞） 栗原アズサ（CV.豊田萌絵）
M2.世界に拳を突き上げろ
歌：鬼川ナツ（CV.田辺留依）
M3.雨のち七色の未来
歌：弓長ハル（CV.渕上舞）
M4.INCHOATE LIGHT
歌：川村ゆみ

M5～8 各 off vocal ver. 収録

◆初回封入特典
シリアルコード

限定MR
鬼川ナツ

※「限定MR鬼川ナツ」「ガチャチケット」
「アプリ内アイテム」などが手に入ります

◆店舗特典
アニメイトオリジナル特典：ポストカード
※一部店舗を除く

メーカー特典：生写真（5種ランダム）
※ゲームキャラクターイラストの写真です
※全国のCD取り扱い店舗やオンラインSHOPで
ご購入ください（詳細は各店舗までお問い合わせください）

12月22日(水)より各音楽配信サイトにて配信開始
サブスクリプションサイト
Amazon Music、Apple Music、AWA、KKBOX、LINE MUSIC、Rakuten Music、Spotify、
TOWER RECORDS MUSIC、YouTube Music、SMART USEN、dヒッツ、うたパス
ダウンロードサイト
iTunes Store、mora、music.jp、レコチョク、ドワンゴジェイピー
上記ほか、主要音楽配信サイトをご確認ください

ボイスドラマ「舞台裏に潜む毒牙編」をYouTubeチャンネルにて公開中です。アプリのストーリーとはひと味違う、
彼女たちの活躍をお楽しみください。
「六本木サディスティックナイト」YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC6Af2ABQJ8bsQaREHLR8kSg
タイトル： 六本木サディスティックナイト
スピンオフ企画 ボイスドラマ「舞台裏に潜む毒牙 編」
CAST：
鬼川ナツ（CV.田辺留依）
大場ミサト（CV.小岩井ことり）
弓長ハル（CV.渕上舞）
栗原アズサ（CV.豊田萌絵）

あらすじ：
チームに届いた謎の脅迫文『お前らの正体を知っている』…
その差出人は、裏社会との繋がりを持つと噂されるアイドル
プロデューサー、根津慎太郎だった。
思惑を探るため、根津に近づくナツ、ハル、アズサ、ミサト。
しかし、ナツが根津に見初められ、アイドル候補生に…！？

サービス開始6周年を記念したグッズを
販売いたします。キャラクターたちの美麗なイラスト
をあしらったグッズにぜひご注目ください。
販売サイトURL：
https://voltage.meetmygoods.com/roppongi_shop
※販売サイトは11月25日（木） 18:00より公開いたします。

【販売期間】
11月25日（木）18:00～12月31日（金） 23:59

六本木を舞台に美女だけで構成された“チーム”と一緒に
事件に挑むカード型サスペンスアプリです。
2015年11月にサービスを開始いたしました。本能に訴え
かけるストーリー、多彩なマルチエンディング、累計2,000
枚以上の魅力的なカードイラストが人気を博しております。
「六本木サディスティックナイト」公式サイト：
http://sus-app.voltage.co.jp/roppongi.html
「六本木サディスティックナイト」公式Twitter
(@ropng_night)：https://twitter.com/ropng_night

「六本木サディスティックナイト」
■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）
■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上
※機種によりご利用いただけない場合がございます。
■権利表記 ： ©Voltage
※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要
社名：株式会社ボルテージ
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階
代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

本件に関するお問い合わせ先
ボルテージ 広報担当
TEL： 03-5475-8149 / FAX： 03-5475-8142 / MAIL ：press@voltage.co.jp
■HP https://www.voltage.co.jp/
■ボルテージ商品情報サイト https://products.voltage.co.jp/

