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クー ：竹達 彩奈 

アリン ：小清水 亜美 

カズ ：鈴村 健一 

ルーシア ：伊藤 かな恵 

ネル ：小倉 唯 

スピカ ：内田 真礼 
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ラブ工房での強化が捗る「ソレン」のカードも入っています。レアリティの高いカードが盛りだくさん！
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性別・年齢問わず、簡単なゲームシステムで誰もが楽しめる

幻想的なコースやたくさんの魅力的なキャラクター達があなたを迎えてくれます。

キャラクターの衣装は全部でなんと数千種類！着せ替えも思いのままに楽しめます。

"あなただけ"のキャラクターでパンヤの世界をお楽しみください！
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