
【ワンダーフェスティバル2015［冬］】電撃ホビーマガジン 販売商品一覧

No. カテゴリ 商品名
会場価格
（税込） 　●注目アイテム

NEW!! 1 フィギュア 『猟界のゼーレン』Ｚｅｅｄ‐01 ¥10,800

NEW!! 2 小冊子 『ウルトラ怪獣擬人化計画』 怪獣大図鑑 ¥1,620

NEW!! 3 グッズ 『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

再生産 4 フィギュア ミリンダ　レジンキット　カラーキャストVer.　【ヘヴィーオブジェクト】 ¥14,040

5 フィギュア COMMANDER GIRLS COLLECTION　アンチョビ 電撃スペシャルVer.【ガールズ＆パンツァー】 ¥9,504

6 フィギュア 『とらドラ!』 逢坂大河　スク水Ver. ¥2,000

7 フィギュア アスナ -KoB　Style- 【ソードアート・オンライン】　 ¥5,000

8 フィギュア メアリ 【境界線上のホライゾン】 1/8スケール PVC塗装済み完成品 ¥6,000

9 フィギュア 『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』 高坂京介　デートver. ¥2,000

10 フィギュア 1/6 白井黒子 -とあるLEVEL4の桃色メイド- ¥4,000

11 フィギュア ねんどろいど ホライゾン・アリアダスト 制服Ｖｅｒ． ¥3,500

12 フィギュア 黒猫 ガレージキット ¥4,500

13 フィギュア 『ソードアート・オンライン』 1/8 アスナ -Bikini Style- ¥6,000

14 フィギュア 『アクセル・ワールド』 イエロー・レディオ　レジンキット ¥9,000

15 フィギュア 高坂桐乃 ガレージキット ¥4,500

16 フィギュア 『アクセル・ワールド』 ブルー・ナイト　レジンキット ¥10,000

17 フィギュア COMMANDER GIRLS COLLECTION　カチューシャ 【ガールズ＆パンツァー】 ¥6,500

18 小冊子 模型情報・別冊MSバリエーション ハンドブック【復刻版】 ¥600

19 キット ゲシュテルベン改（リェータ機）【スーパーロボット大戦OG　告死鳥戦記】 ¥9,612

20 キット 『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

21 キット たまごひこーき　VF-1J　バルキリー　ダブルプラスVer. ¥1,000

22 キット たまごひこーき YF-19 ノートゥングVer. ¥1,000

23 キット 『伝説巨神イデオン』 30周年記念 限定BOXセット ¥1,500

24 キット グルンガスト参式(ゼンガー機) ¥6,000

25 キット 99式空間戦闘攻撃機<コスモファルコン>ガレージキット ¥6,000

26 キット ゲシュペンストMk-Ⅱ・タイプSA/SA改 コンバーチブルキット ¥5,600

27 キット ROBOT魂<SIDE AS>武器セット ¥1,200

28 書籍 電撃ホビーマガジン2015年3月号 【ワンフェス用】 ¥1,200

29 書籍 ガンダムホビーライフ 001 【ワンフェス用】 ¥1,620

30 書籍 ガンダムホビーライフ 002 【ワンフェス用】 ¥1,620

31 書籍 ガンダムホビーライフ 003 【ワンフェス用】 ¥1,620

32 書籍 ガンダムホビーライフ 004 【ワンフェス用】 ¥1,620

33 書籍 ガンダムホビーライフ 005 【ワンフェス用】 ¥1,620

34 書籍 ガンダムホビーライフ 006 【ワンフェス用】 ¥1,620

35 書籍 ガンダムホビーライフ 007 【ワンフェス用】 ¥1,620

36 書籍 宇宙戦艦ヤマト2199 モデリングガイド 発進編 【ワンフェス用】 ¥2,700

37 書籍 宇宙戦艦ヤマト2199 モデリングガイド 発進編 【ワンフェス用】 ¥2,700

38 書籍 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- ブルー・コレクション 【ワンフェス用】 ¥2,376

39 書籍 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 【ワンフェス用】 ¥2,052

40 書籍 ガンヘッド パーフェクション 【ワンフェス用】 ¥3,780

41 書籍 平成ガメラ パーフェクション 【ワンフェス用】 ¥5,940

42 書籍 ゴジラ 東宝チャンピオンまつり パーフェクション【ワンフェス用】 ¥4,104

43 書籍 ダグラム&バイファムモデルズ 太陽の牙ダグラム&銀河漂流バイファム超立体作品集 【ワンフェス用】 ¥3,132

44 書籍 イデオン＆ダンバインモデルズ 伝説巨神イデオン&聖戦士ダンバイン超立体作品集 【ワンフェス用】 ¥3,240

45 書籍 VOTOMS MODELS 装甲騎兵ボトムズ模型作例集【ワンフェス用】 ¥3,132

46 書籍 すぐに役立つプラモデル 技術の引き出し サクライ総統の国民総モデラー化計画より 【ワンフェス用】 ¥2,700

47 書籍 電撃データコレクション 機動戦士ガンダムUC【ワンフェス用】 ¥1,080

48 書籍 電撃ホビーマガジンHOW TOシリーズ かんたんフィギュア工作ガイド 【ワンフェス用】 ¥2,160

49 書籍 魔改造への招待 ～美少女フィギュア改造講座～ 【ワンフェス用】 ¥2,268

50 書籍 魔改造への招待2 【ワンフェス用】 ¥2,376

51 書籍 THE FASCINATORS 矢沢俊吾フィギュア作品集【ワンフェス用】 ¥3,563

52 書籍 ビは塩ビのビ ～PVCフィギュア改造マニュアル～【ワンフェス用】 ¥2,700

53 書籍 武装神姫アーカイブ 【ワンフェス用】 ¥3,132

54 書籍 武装神姫アーカイブ2　TVアニメVer. 【ワンフェス用】 ¥2,916

55 書籍 DOLLMASTER ぱられる【ワンフェス用】 ¥648

©WSO　　©円谷プロ　　©2006-2015 Nitroplus　　©2013-2015 Nitroplus　　©2011 KAZUMA KAMACHI
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