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●フィギュア、グッズ

No. カテゴリ 商品名 会場価格

1 フィギュア 『ラブライブ！』Birthday Figure Project　南ことり （※お1人様1点まで） ¥11,800

2 フィギュア 『ラブライブ！』Birthday Figure Project　絢瀬絵里 （※お1人様1点まで） ¥11,800

3 フィギュア 『ラブライブ！』南ことり　水着Ver. （※お1人様1点まで） ¥8,900

4 フィギュア 『ラブライブ！』絢瀬絵里　水着Ver. （※お1人様1点まで） ¥8,900

5 フィギュア 「Angel Beats!」天使　フィギュア【復刻版】  （※お1人様1点まで） ¥9,700

6 フィギュア 【黒の守り手】ディアボルス・マクロドンティア：Tibalta(ティボルタ） 電撃スペシャルVer. ¥15,100

7 フィギュア モコ 電撃スペシャルVer. ¥10,200

8 フィギュア 司波深雪 -Private Smile -  ¥11,800

9 フィギュア COMMANDER GIRLS COLLECTION　アンチョビ 【ガールズ＆パンツァー】 ¥9,500

10 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

11 フィギュア TVアニメ 『アスタロッテのおもちゃ!』 アスタロッテ・ユグヴァール ¥3,000

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

13 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

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

15 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

16 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

17 ガレージキット キャラグミン「桜井あおい　水着ver.」【RAIL WARS!】 ¥9,500

18 ガレージキット 『猟界のゼーレン』Ｚｅｅｄ‐01 ¥10,800

19 ガレージキット キャラグミン 西住みほ 水着Ｖｅｒ.　【ガールズ＆パンツァー】 ¥7,800

20 ガレージキット 黒猫 ガレージキット ¥4,500

21 ガレージキット 高坂桐乃 ガレージキット ¥4,500

22 ガレージキット 『アクセル・ワールド』 イエロー・レディオ　レジンキット ¥9,000

23 ガレージキット 『アクセル・ワールド』 ブルー・ナイト　レジンキット ¥10,000

24 プラモデル 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』 ¥9,600

25 プラモデル グルンガスト参式(ゼンガー機) ¥6,000

26 プラモデル 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 プラモデル 『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

28 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 ¥6,400

29 グッズ 『結城友奈は勇者である』＆『鷲尾須美は勇者である』クリアファイルセット ¥750

30 グッズ 模型情報・別冊MSバリエーション ハンドブック ¥610

31 グッズ 『ウルトラ怪獣擬人化計画』 怪獣大図鑑 Vol.2 ¥1,600

32 グッズ 『ウルトラ怪獣擬人化計画』 怪獣大図鑑 ¥1,600

33 グッズ HISTORY OF LoveLive! ¥1,900

34 工具 クロス・ヘッド ピンセット ¥1,400

35 工具 クリアーカッターマット A4 RED ¥950

※会場価格はすべて税込です。　　※販売商品・価格は予告なく変更となる場合がございます。
●注目アイテム
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●書籍

No. カテゴリ 商品名 会場価格

1 書籍 ガンダムホビーライフ 002 ¥1,620

2 書籍 ガンダムホビーライフ 003 ¥1,620

3 書籍 ガンダムホビーライフ 004 ¥1,620

4 書籍 ガンダムホビーライフ 005 ¥1,620

5 書籍 ガンダムホビーライフ 006 ¥1,620

6 書籍 ガンダムホビーライフ 007 ¥1,620

7 書籍 ガンダムホビーライフ 008 ¥1,728

8 書籍 宇宙戦艦ヤマト2199 モデリングガイド 発進編 ¥2,700

9 書籍 宇宙戦艦ヤマト2199 モデリングガイド 帰還編 ¥2,700

10 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 ¥2,376

11 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 ¥2,052

12 書籍 平成ガメラ パーフェクション ¥5,940

13 書籍 ゴジラ 東宝チャンピオンまつり パーフェクション ¥4,104

14 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 ¥3,132

15 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 ¥3,240

16 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  ¥2,700

17 書籍 電撃データコレクション 機動戦士ガンダムUC ¥1,080

18 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 ¥2,160

19 書籍 魔改造への招待 ～美少女フィギュア改造講座～ ¥2,268

20 書籍 魔改造への招待2 ¥2,376

21 書籍 THE FASCINATORS 矢沢俊吾フィギュア作品集 ¥3,564

22 書籍 ビは塩ビのビ ～PVCフィギュア改造マニュアル～ ¥2,700

23 書籍 武装神姫アーカイブ ¥3,132

24 書籍 武装神姫アーカイブ2　TVアニメVer. ¥2,916

25 書籍 ゴジラのマネジメント プロデューサーとスタッフ25人の証言 ¥2,484

26 書籍 ROBOHOLIC 3Dクリエイターズワークス NAOKI立体作品集 ¥4,104

27 書籍
MOBILE SUIT GUNDAM SHIP & AEROSPACE PLANE ENCYCLOPEDIA 機動戦士ガンダ
ム 艦船&航空機 大全集 増補改訂版

¥3,456

28 書籍 機動戦士ガンダム MS大全集2015 MOBILE SUIT Illustrated 2015 ¥4,536

29 書籍 艦隊これくしょん -艦これ- 建造計画報告書 ¥1,728

30 書籍 ガンダムビルドファイターズD　立体作例集　Complete File ¥3,240

31 書籍 ウルトラ怪獣擬人化計画 ギャラクシー☆デイズ(1) ¥918

32 書籍 『猟界のゼーレン』① ¥616

33 書籍 『猟界のゼーレン』② ¥616

34 書籍 スーパーロボット大戦OG-ジ・インスペクター-Record of ATX Vol.7 ¥648

35 書籍 スーパーロボット大戦OG　告死鳥戦記（1） ¥1,404

36 書籍 スーパーロボット大戦OG　告死鳥戦記（2） ¥1,620
※会場価格はすべて税込です。　　※販売商品・価格は予告なく変更となる場合がございます。

●注目アイテム
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