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※購入制限数は当日の状況等によって変更する場合がございます。
※販売物、特典につきましてはイベント期間中であっても全数がなくなり次第終了とさせていただきます。
※不良品や購入品の欠品、釣り銭の不足等につきましては必ずお会計の際にその場でご確認ください。
　後からのお申し出には対応いたしかねる場合がございます。：購入数制限あり

：新作NEW 18
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販売価格 購入数

1 まおてん アクリルキーホルダーセット \2,000

2 ハーレムゲーム２ 了藤誠仁描下ろし 轟明日香抱き枕カバー ライクトロン \11,000

販売価格   購入数

3 ユニオリズムカルテット リフレクションアート ユリナ＆シルヴェリア \40,000

4 ユニオリズムカルテット A3-DAYS アクリル置き時計 \3,500

5 ユニオリズムカルテット A3-DAYS 二つ折りウォレット \5,000

販売価格   購入数

6 立羽先生描き下ろし 鎮守森サクヤ フルプリントビジュアルジャージ \5,000

7 ぐれーともす先生描き下ろし 霜月悠衣 抱き枕カバー アクアプレミア【黒髪ver.】 \12,000

8 ひさぎ先生描き下ろし 桜乃ことり 抱き枕カバー アクアプレミア【黒髪ver.】 \12,000

9 嶋艮先生描き下ろし 烏丸静 抱き枕カバー アクアプレミア 【青髪ver.】 \12,000

10 和六里ハル先生描き下ろし 来栖彩花 抱き枕カバー アクアプレミア \12,000

販売価格   購入数

11 Venus Blood -BRAVE- シーラ 抱き枕カバー ライクトロン \12,000

12 Venus Blood -FRONTIER- リグレット 抱き枕カバー ライクトロン \12,000

13 Venus Blood -FRONTIER- オーディン 抱き枕カバー ライクトロン \12,000

14 Venus Blood -HYPNO- アノーラ 抱き枕カバー ライクトロン \12,000

15 Venus Blood -HYPNO- リーゼ 抱き枕カバー ライクトロン \12,000

16 Venus Blood -GAIA- ティティ 描き下ろし抱き枕カバー ライクトロン \12,000

17 GEARS of DRAGOON2 エキドナ 抱き枕カバー ライクトロン \12,000

18 GEARS of DRAGOON2 ルフェイ 抱き枕カバーライクトロン \12,000

dualtail クラフトワークキャップ 「ルナ」缶バッジ付き（ネイビー） \3,000

ninetail クラフトワークキャップ 「楓」缶バッジ付き（カーキ） \3,000

20 Venus Blood -HYPNO- Tシャツ Lサイズ \1,000

21 Venus Blood -HYPNO- メッセンジャーバッグ \3,000

22 Venus Blood -RAGNAROK- メッセンジャーバッグPRO \3,500

23 ninetail 10th Anniversary カードデッキケース \500

24 tailブランドメモリアルクロック \6,500

販売価格   購入数

25 紅い瞳に映るセカイ クリアキャリングケース \1,000

26 紅い瞳に映るセカイ BIG真紅ちゃん ぬいぐるみ \18,000

27 紅い瞳に映るセカイ ロングウォレット \6,000

28 星空のメモリア Eternal Heart おっきな150mm缶バッジ メア \500

販売価格   購入数

29 桜花裁き 遠山桜 抱く枕カバー \15,000

30 桜花裁き 遠山桜 抱き枕カバー \12,000

31 平賀理夢抱き枕カバー \12,000

32 桜花裁き メッセンジャーバッグPRO \3,500

33 桜花裁き 二つ折りロングウォレット \5,000

販売価格   購入数

34 FLOWERS オードトワレ L'ete 考崎千鳥×八重垣えりか \5,500

35 FLOWERS オードトワレ L'automne 小御門ネリネ×八代譲葉 \5,500

36 FLOWERS フルカラーTシャツ \1,500

37 FLOWERS フルプリントビジュアルジャージ \2,000

　CandySoft / Sweet HEART

　CLIP☆CRAFT

　CranCrown / CranCrownBLACK

　dualtail / ninetail

　FAVORITE

　IRODORI

　Innocent Grey
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38 FLOWERS ロングウォレット \7,000

販売価格   購入数

39 Dies irae フルプリントビジュアルジャージ \11,000

40 Dies irae ロングウォレット マリィver. \7,000

販売価格   購入数

41 まいてつ 旧帝鉄 制帽型ワークキャップ \3,000

【セット商品】まいてつ エナメルバックセット ヘッドマークver. \10,000

【セット商品】まいてつ エナメルバッグセット 御一夜鉄道ver. \10,000

まいてつ クラッチバッグ \5,500

44 まいてつ フルカラーエナメルバックパック \9,000

45 まいてつ アクリル壁掛け時計 \5,500

46 まいてつ 着るぽかぽかブランケット \9,000

47 まいてつ ぬいぐるみ スケルトン入 \6,500

48 ものべの おっきな150mm缶バッジ \500

49 ものべの-HAPPY END- もふもふぽんちょ \6,000

販売価格   購入数

50 月に寄りそう乙女の作法 2.1 E×S×PAR!! アクリル壁掛け時計 \5,500

月に寄りそう乙女の作法 2.1 E×S×PAR!! クッションバッジ

52 乙女理論とその後の周辺 メッセンジャーバッグ \3,000

53 月に寄りそう乙女の作法２ エナメルバックパック

美少女万華鏡 八宝備仁描き下ろし抱き枕カバー 篝ノ霧枝 制服version
美少女万華鏡 八宝備仁描き下ろし抱き枕カバー 沢渡雫 制服version
美少女万華鏡 八宝備仁描き下ろし抱き枕カバー 篝ノ霧枝 ヴァンパイアversion
美少女万華鏡 八宝備仁描き下ろし抱き枕カバー アリス メイドversion
美少女万華鏡 八宝備仁描き下ろし抱き枕カバー ドロシー メイドversion
美少女万華鏡 八宝備仁描き下ろし抱き枕カバー 覡夕莉 制服version
美少女万華鏡 八宝備仁描き下ろしB1タペストリー 覡夕莉

\9,000

販売価格   購入数

54 \12,000

55 \12,000

56 \12,000

59 \12,000

60 \6,000

販売価格   購入数

61 結城友奈は勇者である-勇者の章- アクリル時計 \4,000

62 干物妹！うまるちゃん アクリル時計 \4,000

63 つよきすFESTIVAL 尽神きつね 特大立体マウスパッド \20,000

64 ワガママハイスペック 鳴海兎亜 立体クッション \10,000

65 タユタマ2 西条 緋文 立体クッション \10,000

66 お兄ちゃん、キッスの準備はまだですか？ 妹口あさひ 立体クッション \10,000

67 蒼の彼方のフォーリズム 立体クッション
販売価格   購入数

68 お家に帰るまでがましまろです。 アクリル壁掛け時計 \6,500

お家に帰るまでがましまろです。 メッセンジャーバッグPRO \4,000

70 お家に帰るまでがましまろです。 ロングウォレット \6,500

販売価格   購入数

71 君とつながる恋フラグ るちえ描き下ろし 福原汐織 B2タペストリー \3,500

72 君とつながる恋フラグ kakao描き下ろし 天野美咲 もふもふブランケット \5,000

　ま〜まれぇど

　みらーじゅそふと
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　かぴばら

42

43

　light
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