
ワンフェス2017［冬］ 電撃ホビーウェブ×トイズワークスブース 物販情報

●目玉商品

商品名 会場価格
すーぱーそに子 Birthday Party B2タペストリー ¥4,860

Re:ゼロから始める異世界生活 トイズワークスコレクションにいてんごむっ！（BOX） ¥6,000

『ラブライブ！』 Birthday Figure Project 東條希 ¥11,880

『ラブライブ！』 Birthday Figure Project 矢澤にこ ¥11,880

『ラブライブ！』 Birthday Figure Project 高坂穂乃果 ¥11,880

2017年冬ワンフェス福袋 ¥5,000

●フィギュア、グッズ

商品名 会場価格
『ソードアート・オンライン』アスナ -KoB　Style- ¥5,000

『境界線上のホライゾン』メアリ ¥6,000

1/6 白井黒子 -とあるLEVEL4の桃色メイド- ¥4,000

ねんどろいど ホライゾン・アリアダスト 制服Ｖｅｒ． ¥3,500

『ガールズ＆パンツァー』キャラグミン 西住みほ 水着Ｖｅｒ. ¥7,800

黒猫 ガレージキット ¥4,500

高坂桐乃 ガレージキット ¥4,500

『アクセル・ワールド』 Figure-rise 6 ブラック・ロータス ダーククリアーVer. ¥1,000

『アクセル・ワールド』 イエロー・レディオ　レジンキット ¥9,000

『アクセル・ワールド』 ブルー・ナイト　レジンキット ¥10,000

Free! -Eternal Summer- 山崎宗介 ¥10,000

Free! -Eternal Summer- 松岡凛 ¥10,000

DAYS てるこっと 聖蹟高校セット 表情替えVer. ¥300

ツキウタ。THE ANIMATION てるこっと BLACKセット 表情替えVer. ¥300

ツキウタ。THE ANIMATION てるこっと WHITEセット 表情替えVer. ¥300

ソードアート・オンライン アスナ 新妻はいつでもYESまくらVer. ¥6,500

ソードアート・オンライン 水着リーファ ¥4,500

ソードアート・オンライン アスナ バカンス気分ver. ¥7,500

ソードアート・オンライン アスナ ALO ウンディーネカラーVer. 【キャラアニ.com限定版】 ¥7,500

DAYS てるこっと （BOX） ¥5,000

ツキウタ。THE ANIMATION てるこっと ¥7,000

ピリオド sweet drops 高坂初実 ¥7,000

ラブライブ！ トイズワークスコレクション にいてんご Snow halation Ver.（BOX） ¥4,000

99式空間戦闘攻撃機<コスモファルコン>ガレージキット ¥11,314

『猟界のゼーレン』Ｚｅｅｄ‐01 ¥10,800

『スーパーロボット大戦OG　告死鳥戦記』ゲシュテルベン改（リェータ機） ¥9,610

『すーぱーそに子＆ぽちゃ子』フルグラフィックＴシャツ ¥6,480

『ラブライブ！サンシャイン!!』トレーディングアクリルキーホルダー コンプリートBOX ¥6,480

『ラブライブ！サンシャイン!!』クリアファイルセット ¥750

『ラブライブ！サンシャイン!!』バレンタインクリアファイルセット　Ver.1年生 ¥1,130

『ラブライブ！サンシャイン!!』バレンタインクリアファイルセット　Ver.2年生 ¥1,130

『ラブライブ！サンシャイン!!』バレンタインクリアファイルセット　Ver.3年生 ¥1,130

刀剣乱舞-ONLINE- トイズワークスコレクション にいてんごむっ！ 第一戦（BOX） ¥5,500

刀剣乱舞-ONLINE- トイズワークスコレクション にいてんごむっ！ 第二戦（BOX） ¥5,500

刀剣乱舞-ONLINE- トイズワークスコレクション にいてんごむっ！ 第三戦（BOX） ¥6,000

刀剣乱舞-ONLINE- トイズワークスコレクション にいてんごむっ！ 第四戦（BOX） ¥6,000

アイドリッシュセブン トイズワークスコレクション にいてんごむっ！（BOX） ¥7,000

刀剣乱舞-ONLINE- アイシャドウ 三日月宗近 ¥3,000

刀剣乱舞-ONLINE- アイシャドウ 鶯丸 ¥3,000

刀剣乱舞-ONLINE- アイシャドウ 江雪左文字 ¥3,000

刀剣乱舞-ONLINE- アイシャドウ 宗三左文字 ¥3,000

刀剣乱舞-ONLINE- アイシャドウ 次郎太刀 ¥3,000

刀剣乱舞-ONLINE- アイシャドウ 岩融 ¥3,000



商品名 会場価格
アイドリッシュセブン トレーディング缶バッジ ハロウィンver.（BOX） ¥3,000

アイドリッシュセブン トイズワークスコレクション にいてんごむっ！ Vol.2（BOX） ¥7,000

刀剣乱舞-ONLINE- トイズワークスコレクション にいてんご くりっぷ 内番編第二弾（BOX）
※キャラアニ特典付き

¥4,000

ラブライブ！サンシャイン!! トイズワークスコレクション にいてんごむっ！（BOX） ¥6,000

おそ松さん トイズワークスコレクション にいてんごむっ！ そのに（BOX） ¥4,800

DAYS サポーターセット ¥2,500

ツキウタ。THE ANIMATION Six Gravityセット ¥2,500

ツキウタ。THE ANIMATION Procellarumセット ¥2,500

おそ松さん トイズワークスコレクション にいてんごむっ！ ¥4,800

おそ松さん トイズワークスコレクション にいてんごしすたぁず ラバーストラップ2個セット ¥500

NEW GAME! トイズワークスコレクション にいてんごむっ！（BOX） ¥500

Free!-Eternal Summer- トイズワークスコレクション にいてんごむっ！ 傘チャーム（BOX） ¥500

アイドルマスター シンデレラガールズ トイズワークスコレクション にいてんごくりっぷ Vol.2（BOX）
※キャラアニ特典付き

¥500

ダイヤのA トイズワークスコレクション にいてんごくりっぷ そのに（BOX）※キャラアニ特典付き ¥1,000

Free! -Eternal Summer- トイズワークスコレクション にいてんご くりっぷ（BOX）※キャラアニ特典付き ¥1,000

東宝怪獣根付 ゴジラ（モスゴジ） ¥10,000

東宝怪獣根付 ヘドラ ¥10,000

ウルトラ怪獣根付ガラモン ¥10,000

ウルトラ怪獣根付ゴモラ ¥10,000

ウルトラ怪獣根付ミクラス ¥10,000

ウルトラ怪獣根付ペギラ ¥10,000

ウルトラ怪獣根付レッドキング ¥10,000

ウルトラ怪獣根付ウインダム ¥10,000

大映怪獣根付ギャオス（大怪獣空中戦Ver.) ¥10,000

クロス・ヘッド ピンセット ¥1,400

クリアーカッターマット A4 RED ¥950

●書籍

書籍名 会場価格
超合金魂計画20th 超合金魂20周年記念 OFFICIAL BOOK ¥3,240

模型情報・別冊MSバリエーション ハンドブック ¥610

HISTORY OF LoveLive! ¥1,940

ガンダムホビーライフ 009 ¥1,944

ガンダムホビーライフ 010 ¥1,944

ガールズ＆パンツァー 模型道 公式教本 大洗女子学園×黒森峰女学園 ¥2,052

ガールズ＆パンツァー　戦車道のよこみち ¥2,160

武装神姫アーカイブ ¥3,132

武装神姫アーカイブ2　TVアニメVer. ¥2,916

艦隊これくしょん -艦これ- 建造計画報告書 ¥1,728

カラー版 超合金の男 －村上克司伝－ ¥1,008

第三次  超合金魂計画 ¥3,024

『ウルトラ怪獣擬人化計画』怪獣大図鑑 ¥1,620

『ウルトラ怪獣擬人化計画』怪獣大図鑑 Vol.2 ¥1,620

ウルトラ怪獣水中ニーソ化計画 ¥2,160

ウルトラ怪獣擬人化計画 ギャラクシー☆デイズ(1) ¥918

ウルトラ怪獣擬人化計画 ギャラクシー☆デイズ(2) ¥918

スーパーロボット大戦OG-ジ・インスペクター-Record of ATX Vol.1 BAD BEAT BUNKER ¥616

ウルタールの憂鬱 Vol.1 ¥616

ウルタールの憂鬱 Vol.2 ¥616

※会場価格はすべて税込です。


