
「ワンフェス2018［冬］」電ホビ×キャラアニブース 販売予定商品一覧

カテゴリ 商品名
イベント価格

（税込）

限定 フィギュア WF限定お楽しみ福袋 ¥10,000

先行 グッズ 『ラブライブ！サンシャイン!!』Aqours B2タペストリー 未熟DREAMER Ver. ¥3,200

先行 グッズ リトルアーモリー パッケージアートワークス 2014-2016 ¥1,400

先行 グッズ 『天華百剣』小烏丸＆三十二年式軍刀甲 B2タペストリー ¥3,200

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

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

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

フィギュア 『ウルタールの憂欝』ミケ・ランジェーヌ・ノーラ ¥14,500

組み立てキット 99式空間戦闘攻撃機<コスモファルコン>ガレージキット ¥9,800

組み立てキット 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』 ¥9,600

組み立てキット キャラグミン 西住みほ 水着Ｖｅｒ.　【ガールズ＆パンツァー】 ¥7,000

組み立てキット 『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

グッズ クリアーカッターマット A4 RED ¥900

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

グッズ ウルトラ怪獣水中ニーソ化計画 ¥2,100

グッズ 『ウルトラ怪獣擬人化計画』怪獣大図鑑 Vol.2 ¥1,600

グッズ 『ウルトラ怪獣擬人化計画』 怪獣大図鑑 Vol.3 ¥1,600

グッズ 『天華百剣 -ぷち-』 ¥1,200

グッズ 天華百剣 -賊- 公式海賊本 ¥1,200

グッズ 『天華百剣』みにきゃらトレーディングアクリルキーホルダー コンプリートBOX ¥4,800

グッズ 『天華百剣』みにきゃらトレーディングアクリルキーホルダー ¥600

グッズ HISTORY OF LoveLive! ¥1,900

グッズ ＨＩＳＴＯＲＹ　ＯＦ　 ＬｏｖｅＬｉｖｅ！2 ¥2,100

グッズ ＨＩＳＴＯＲＹ ＯＦ ラブライ部！ G's課外活動～のぞまきえり～総集編 ¥1,600

グッズ
ラブライブ！サンシャイン!! School idol diary トレーディングアクリルキーホルダー3 コンプリート
BOX

¥6,000

グッズ ラブライブ！サンシャイン!! School idol diary トレーディングアクリルキーホルダー3 ¥600

グッズ 『ラブライブ！サンシャイン!!』クリアファイルセット カバーガールズ ¥700

グッズ 『ラブライブ！サンシャイン!!』クリアファイルセット インフェルノフェニックス＆ハリケーンブロッサム ¥700

グッズ 『ラブライブ！サンシャイン!!』クリアファイルセット トワイライトタイガー＆ユニコーンブリザード ¥700

グッズ 『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 ¥6,000

グッズ 『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 ¥600

グッズ 『ウルトラ怪獣擬人化計画』　怪獣大図鑑 ¥1,600

フィギュア ようこそ実力至上主義の教室へ　1/7スケールフィギュア　堀北鈴音 お着替え中Ver. ¥14,580

フィギュア ようこそ実力至上主義の教室へ　1/7スケールフィギュア　一之瀬 帆波 お着替えVer. ¥13,932

フィギュア 「VALKYRIE DRIVE -MERMAID-」　1/7スケールフィギュア　敷島魅零 ¥7,000

フィギュア 「VALKYRIE DRIVE -MERMAID-」　1/7スケールフィギュア　処女まもり ¥3,000

フィギュア PUTITTO series（プティットシリーズ）/PUTITTO 「ジャスティス・リーグ」 ¥600

フィギュア PUTITTO series（プティットシリーズ）/PUTITTO「トムとジェリー」 ¥600

フィギュア PUTITTO series（プティットシリーズ）/PUTITTO「ラブライブ！サンシャイン!!」 ¥600

フィギュア Re:ゼロから始める異世界生活　コレクションフィギュア　レムお手伝いシリーズ ¥900

フィギュア PUTITTO series（プティットシリーズ）/PUTITTO「艦隊これくしょん」 ¥500

フィギュア PUTITTO series（プティットシリーズ）/PUTITTO「ねこあつめ」vol.2 ¥500

フィギュア
PUTITTO series（プティットシリーズ）/PUTITTO「Re ゼロから始める異世界生活」レムだらけ
ver.

¥600

フィギュア くるころ 刀剣乱舞-ONLINE- ¥864

グッズ 幼女戦記　ポロシャツ－Ｔａｎｙａ　ｔｈｅ　Ｅｖｉｌ－　Ｓ ¥5,400

グッズ 幼女戦記　ポロシャツ－Ｔａｎｙａ　ｔｈｅ　Ｅｖｉｌ－　Ｍ ¥5,400

グッズ 幼女戦記　ポロシャツ－Ｔａｎｙａ　ｔｈｅ　Ｅｖｉｌ－　Ｌ ¥5,400

グッズ 幼女戦記　ポロシャツ－Ｔａｎｙａ　ｔｈｅ　Ｅｖｉｌ－　ＸＬ ¥5,400

グッズ ようこそ実力至上主義の教室へ　缶バッジ４個セット　ヒロイン集合 ¥1,620

グッズ ようこそ実力至上主義の教室へ　缶バッジ４個セット　雫コレクション ¥1,620
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グッズ ようこそ実力至上主義の教室へ　アクリルスタンド 堀北 ¥1,296

グッズ ようこそ実力至上主義の教室へ　アクリルスタンド 櫛田 ¥1,296

グッズ ようこそ実力至上主義の教室へ　アクリルスタンド 佐倉 ¥1,296

グッズ ようこそ実力至上主義の教室へ　アクリルスタンド 一之瀬 ¥1,296

グッズ ラブライブ！サンシャイン!!　トレーディングラバーストラップ ¥648

グッズ ラブライブ！サンシャイン!!　ぴたコレラバーストラップ ¥648

グッズ ラブライブ！サンシャイン!!　フレームインアクリルストラップコレクション ¥648

グッズ アイドルマスター シンデレラガールズ クリアクリップバッジ ver.Cool ¥648

グッズ アイドルマスター シンデレラガールズ クリアクリップバッジ ver.Cute ¥648

グッズ アイドルマスター シンデレラガールズ クリアクリップバッジ ver.Passion ¥648

フィギュア
劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- 
結城明日奈 夏制服Ver ※キャラアニ特典付き

¥10,000

フィギュア BLADE オリジナルデザインフィギュア さきゅばす  ※キャラアニ特典付き ¥7,000

フィギュア BLADE オリジナルデザインフィギュア さきゅばす  ～限定・褐色Ver.～ ¥7,000

フィギュア 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 【1BOX】 ¥4,000

フィギュア Re:ゼロから始める異世界生活 レム ※キャラアニ特典付き ¥10,000

フィギュア 着せかえ・あくしょん！にいてんご　Free！ES  七瀬遙　ヘッドセット＆スニーカーセット付 ¥8,600

フィギュア 着せかえ・あくしょん！にいてんご　Free！ES  橘真琴　ヘッドセット＆スニーカーセット付 ¥8,600

フィギュア 着せかえ・あくしょん！にいてんご　Free！ES  松岡凛　ヘッドセット＆スニーカーセット付 ¥8,600

フィギュア 着せかえ・あくしょん！にいてんご おぷしょんシリーズ  第1弾 ヘッドセット ¥1,600

フィギュア 着せかえ・あくしょん！にいてんご おぷしょんシリーズ  第2弾 スニーカーセット ¥800

フィギュア 着せかえ・あくしょん！にいてんご おぷしょんシリーズ  第3弾 ブリーフセット ¥500

フィギュア 着せかえ・あくしょん！にいてんご　あくせさりー　水遊びセット ¥1,800

フィギュア おそ松さん てるこっと そのに 【1BOX】 ※キャラアニ特典付き ¥2,000

フィギュア Free! -Eternal Summer- 七瀬遙 ※キャラアニ特典付き ¥6,000

フィギュア Anmi ～AvianRomance～ アメリカグンカンドリ ¥8,000

フィギュア ソードアート・オンラインII シノン ¥7,000

フィギュア よつばと！ 綾瀬風香 夏服Ver. 【再販】 ¥4,000

フィギュア よつばと！ よつばとたいふう！ 【再販】 ¥3,000

グッズ Fate/Apocrypha トイズワークスコレクション にいてんごむっ！ ¥6,000

グッズ Fate/stay night [Heaven's Feel]  トイズワークスコレクション にいてんごむっ！ 【1BOX】 ¥6,000

グッズ
劇場版プリズマ☆イリヤ 雪下の誓い　トイズワークスコレクション 
にいてんごくりっぷ 【1BOX】 ※キャラアニ特典付き

¥3,600

グッズ 怪獣娘ダブルプレートキーホルダー　アギラ ¥700

グッズ 怪獣娘ダブルプレートキーホルダー　ミクラス ¥700

グッズ 怪獣娘ダブルプレートキーホルダー　ウインダム ¥700

グッズ 怪獣娘ダブルプレートキーホルダー　ゼットン ¥700

グッズ 怪獣娘ダブルプレートキーホルダー　ザンドリアス ¥700

グッズ 怪獣娘ICカードステッカーセット　アギラ＆ゼットン ¥850

グッズ 怪獣娘ICカードステッカーセット　ミクラス＆ザンドリアス ¥850

グッズ ウルトラ怪獣根付 ガラモン ¥10,000

グッズ ウルトラ怪獣根付 ゴモラ ¥10,000

グッズ ウルトラ怪獣根付 ミクラス ¥10,000

グッズ ウルトラ怪獣根付　ペギラ ¥10,000

グッズ 東宝怪獣根付（凝） ゴジラ（2016）第2形態 ¥3,200

グッズ 東宝怪獣根付（凝） ゴジラ（2016）第3形態 ¥3,200

グッズ 東宝怪獣根付 ゴジラ（1962） ¥10,000

グッズ 東宝怪獣根付 ゴジラ（2016）第2形態 ¥10,000

グッズ 東宝怪獣根付（凝） ミニラ ¥3,200

グッズ 東宝怪獣根付（凝） ゴジラ（1967） ¥3,200

グッズ 東宝怪獣根付 ゴジラ（2017） ¥10,000

グッズ 東宝怪獣根付 バラン ¥10,000

グッズ 東宝怪獣根付（凝） ゴジラ（1954） ¥3,200

グッズ 東宝怪獣根付（凝） ゴジラ（2016）第4形態 ¥3,200

グッズ 東宝怪獣根付 ゴジラ（モスゴジ） ¥10,000
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グッズ
FRAME ARMS GIRL トイズワークスコレクション  にいてんごむっ！ 【1BOX】 ※キャラアニ特典
付き

¥6,000

グッズ
ナナマル サンバツ トイズワークスコレクション  にいてんごむっ！ 【1BOX】 ※キャラアニ特典
付き

¥6,000

グッズ
ブレイブウィッチーズ　トイズワークスコレクション  にいてんごむっ！ 【1BOX】 ※キャラアニ特
典付き

¥3,000

グッズ 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！ そのに 【1BOX】 ¥3,000

グッズ エロマンガ先生 トイズワークスコレクション  にいてんごむっ！ 【1BOX】 ※キャラアニ特典付き ¥3,000

グッズ
リトルウィッチアカデミア  魔法語学・マジックボックス アートカード10枚つき 
※キャラアニ特典付き

¥3,000

グッズ クレクレタコラ meets 青木俊直 トートバッグ 黒 ¥2,500

グッズ クレクレタコラ meets 青木俊直 トートバッグ 赤 ¥2,500

グッズ きみの声をとどけたい  青木俊直描きおろし 缶バッチつきトートバッグ ¥3,500

グッズ 干物妹！うまるちゃんR  ネコロンブス ポータブル・ビーズピロー（リバーシブル） ¥4,900

グッズ メイドインアビス 殲滅卿の白笛レプリカ ¥5,000

グッズ 名探偵コナン ネイルコレクション キャラクターセット 江戸川コナン ¥1,600

グッズ 名探偵コナン ネイルコレクション キャラクターセット 怪盗キッド ¥1,600

グッズ 名探偵コナン ネイルコレクション キャラクターセット 工藤新一 ¥1,600

グッズ 名探偵コナン ネイルコレクション キャラクターセット 服部平次 ¥1,600

グッズ 名探偵コナン ネイルコレクション キャラクターセット 毛利蘭 ¥1,600

グッズ 名探偵コナン ネイルコレクション キャラクターセット 遠山和葉 ¥1,600

グッズ 名探偵コナン ネイルコレクション キャラクターセット 灰原哀 ¥1,600

※なくなり次第販売終了となります。　※販売アイテム、価格は予告なく変更となる場合があります。

●注目アイテム

©2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
©2013 TOMYTEC

©衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ製作委員会

↑「『ラブライブ！サンシャイン!!』

Aqours B2タペストリー 未熟DREAMER Ver.」

イベント価格：3,200円（税込）

↑「リトルアーモリー パッケージアートワークス 2014-2016」

イベント価格：1,400円（税込）

↑「ようこそ実力至上主義の教室へ

1/7スケールフィギュア 堀北鈴音 お着替え中Ver.」

イベント価格：14,580円（税込）


