
販売価格

（税込）

1 フィギュア
『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Anniversary live event ”Prisma☆Klangfest ～kaleidoscope～”』
イリヤスフィール・フォン・アインツベルン Prisma☆Klangfest Ver． 1/7スケールフィギュア

¥16,280

2 フィギュア 『閃乱カグラ　SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-』　雪泉　ウェディングランジェリーVer. 1/7スケールフィギュア　 ¥16,500

3 フィギュア 『Re:ゼロから始める異世界生活』　エミリア　お茶会Ｖｅｒ. 1/7スケールフィギュア ¥18,700

4 フィギュア 『Re:ゼロから始める異世界生活』　エミリア 教師Ver. 1/7スケールフィギュア ¥14,245

5 フィギュア 『Re:ゼロから始める異世界生活』　レム 学生服Ver. 1/7スケールフィギュア ¥13,750

6 フィギュア 『Re:ゼロから始める異世界生活』　レム 浮世絵Ver. 1/8スケールフィギュア ¥17,380

7 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 BOX ¥7,330

8 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 Pack ¥916

9 フィギュア 『アイドルマスター シンデレラガールズ』 星輝子 -マッシュアップ★ボルテージ-  1/7スケールフィギュア ¥18,150

10 フィギュア 『結城友奈は勇者である』 乃木園子 1/7スケールフィギュア ¥17,050

11 フィギュア 『結城友奈は勇者である』 東郷美森 1/7スケールフィギュア ¥18,150

12 フィギュア 『エロマンガ先生』 山田エルフ ロリータ服Ver. 【限定版】1/7スケールフィギュア ¥14,080

13 フィギュア 『エロマンガ先生』 和泉紗霧 エンディングVer.【限定版】 1/7スケールフィギュア ¥13,200

14 フィギュア 『メイドインアビス』 リコ 1/6スケールフィギュア ¥13,750

15 フィギュア 『メイドインアビス』 レグ 1/6スケールフィギュア ¥13,750

16 フィギュア 『ようこそ実力至上主義の教室へ』 一之瀬 帆波 お着替え中Ver. 1/7スケールフィギュア ¥14,190

17 フィギュア 『ようこそ実力至上主義の教室へ』  堀北鈴音 お着替え中Ver. 1/7スケールフィギュア ¥14,850

18 フィギュア 『冴えない彼女の育てかた』  霞ヶ丘 詩羽　抱き枕Ver. 1/7スケールフィギュア ¥14,080

19 フィギュア 『冴えない彼女の育てかた』　澤村・スペンサー・英梨々　抱き枕Ver. 1/7スケールフィギュア ¥14,080

20 フィギュア 『この素晴らしい世界に祝福を！2 』めぐみん 抱き枕ver. 1/7スケールフィギュア ¥14,080

21 フィギュア 『ゼロの使い魔』　ルイズ Finale ウエディングドレス Ver.　1/7スケールフィギュア ¥20,166

22 フィギュア 『デート・ア・ライブ』時崎 狂三　ファンタジア30周年記念Ver. 1/7スケールフィギュア ¥15,787

23 フィギュア 『ソードアート・オンライン』アスナ 水着Ver. 1/7スケールフィギュア ¥14,278

24 フィギュア 『シュタインズ・ゲート ゼロ』牧瀬紅莉栖 クリスマスVer. 1/7スケールフィギュア ¥14,850

25 フィギュア 『シュタインズ・ゲート ゼロ』椎名まゆり クリスマスVer. 1/7スケールフィギュア ¥14,850

26 フィギュア 『勇者ネプテューヌ』ネプテューヌ ぴょいーんVer. 1/6スケールフィギュア ¥14,157

27 フィギュア 『ソードアート・オンライン』アスナ 晴着Ver. 1/7スケールフィギュア ¥18,480

28 フィギュア 『通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか？』　大好真々子　原作版 1/7スケールフィギュア ¥17,380

29 フィギュア 東宝怪獣根付 ゴジラ（2003） ¥11,000

30 フィギュア 東宝怪獣根付 メカゴジラ（機龍） ¥11,000

31 フィギュア 東宝怪獣根付 カイザーギドラ ¥11,000

32 フィギュア 東宝怪獣根付 キングギドラ（2019） ¥11,000

33 フィギュア 大映怪獣根付 ガメラ（レギオン襲来Ver.） ¥11,000

34 フィギュア 大映怪獣根付 ガメラ（大怪獣空中戦Ver.） ¥11,000

35 フィギュア 大映怪獣根付 マザーレギオン ¥11,000

36 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！！」 ¥660

37 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！！」　BOX ¥5,940

38 ぬいぐるみ メイドインアビス ナナチぬいぐるみ ¥4,180

39 グッズ ソードアート・オンライン　メタルウェポンコレクション　［１］　エリュシデータ ¥2,200

40 グッズ ソードアート・オンライン　メタルウェポンコレクション　［２］　ダークリパルサー ¥2,200

41 グッズ ソードアート・オンライン メタルウェポンコレクション[4] 青薔薇の剣 ¥2,750

42 グッズ ソードアート・オンライン メタルウェポンコレクション[5] 夜空の剣 ¥2,750

43 グッズ ソードアート・オンライン メタルウェポンコレクション[6] 金木犀の剣 ¥2,750

44 グッズ 超次元ゲイム ネプテューヌ B2 Wスエードタペストリー 今日も元気にねぷねぷ！Ver. ¥4,950

45 グッズ Re:ゼロから始める異世界生活　トレーディングラバーストラップ　猫まみれver. Pack ¥715

46 グッズ Re:ゼロから始める異世界生活　トレーディングラバーストラップ　猫まみれver. BOX ¥7,150

47 グッズ Re:ゼロから始める異世界生活　恋夢　クリアファイル ¥440

48 グッズ Re:ゼロから始める異世界生活　恋夢　缶バッジ ¥550

49 グッズ Re:ゼロから始める異世界生活　恋夢　アクリルスタンド ¥1,650
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50 グッズ 「この素晴らしい世界に祝福を！」サウンドドラマ ¥4,074

51 グッズ MF文庫J 夏の学園祭2019 「ノーゲーム・ノーライフ」 ギルドドッグタグ ¥1,980

52 グッズ MF文庫J 夏の学園祭2019 「ようこそ実力至上主義の教室へ」 ギルドドッグタグ ¥1,980

53 グッズ MF文庫J 夏の学園祭2019 「可愛ければ変態でも好きになってくれますか？」 ビッグアクリルスタンド ¥5,500

54 グッズ MF文庫J 夏の学園祭2019 「ようこそ実力至上主義の教室へ」 ビッグアクリルスタンド ¥5,500

55 グッズ MF文庫J 夏の学園祭2019 「可愛ければ変態でも好きになってくれますか？」 ギルドフラッグタペストリー ¥2,750

56 グッズ MF文庫J 夏の学園祭2019 「ようこそ実力至上主義の教室へ」 ギルドフラッグタペストリー ¥2,750

57 グッズ MF文庫J 夏の学園祭2019 「可愛ければ変態でも好きになってくれますか？」 とびだせ変態！ トレーディングアクリルキーホルダー ¥715

58 グッズ MF文庫J 夏の学園祭2019 「可愛ければ変態でも好きになってくれますか？」 クリアファイルセット ¥1,320

59 グッズ MF文庫J 夏の学園祭2019 「ようこそ実力至上主義の教室へ」 クリアファイルセット ¥1,320

60 グッズ MF文庫J 夏の学園祭2019 「僕のカノジョ先生」 アクリルスタンドフィギュア ¥1,320

61 グッズ MF文庫J 夏の学園祭2019 「可愛ければ変態でも好きになってくれますか？」 アクリルスタンドフィギュア ¥1,320

62 グッズ MF文庫J 夏の学園祭2019 「ようこそ実力至上主義の教室へ」 アクリルスタンドフィギュア ¥1,320

63 グッズ CONNECT:ED「Re：ゼロから始める異世界生活」死に戻りスヌード LOOP SNOOD ¥7,700

64 グッズ CONNECT:ED「Re：ゼロから始める異世界生活」レム リュック DAYPACK REM ¥10,450

65 グッズ CONNECT:ED「Re：ゼロから始める異世界生活」ナツキ・スバル パンツ TRACK PANTS NATSUKI SUBARU ¥8,800

66 グッズ 可愛ければ変態でも好きになってくれますか？ 変態添い寝CD付き aune 描き下ろし抱き枕カバー 唯花 ¥14,300

67 グッズ 「デート・ア・ライブ」めくってデレさせるタペストリー [狂三] ¥4,584

68 グッズ 「デート・ア・ライブ」めくってデレさせるタペストリー [十香] ¥4,584

69 グッズ FANTASIA ANNIVERSARY LIVE 2019 「デート・ア・ライブ」Tシャツ（XLサイズ） ¥4,584

70 グッズ FANTASIA ANNIVERSARY LIVE 2019 「デート・ア・ライブ」Tシャツ（Lサイズ） ¥4,584

71 グッズ FANTASIA ANNIVERSARY LIVE 2019 「デート・ア・ライブ」Tシャツ（Mサイズ） ¥4,584

72 グッズ FANTASIA ANNIVERSARY LIVE 2019 「デート・ア・ライブ」マフラータオル ¥2,037

73 グッズ ファンタジア文庫大感謝祭～百花繚乱～『デート・ア・ライブ』アクリルキーホルダーセット ¥1,650

74 グッズ ファンタジア文庫大感謝祭～百花繚乱～『デート・ア・ライブ』ブックカバー ¥1,320

75 グッズ ファンタジア文庫大感謝祭～百花繚乱～『冴えない彼女の育てかた』ブックカバー ¥1,320

76 グッズ ファンタジア文庫大感謝祭～百花繚乱～『デート・ア・ライブ』クリアファイルセット ¥1,320

77 グッズ ファンタジア文庫大感謝祭～百花繚乱～『通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか？』B2タペストリー ¥3,300

78 グッズ 「通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか？」リバーシブルトートバッグ ¥3,850

79 グッズ 「通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか？」BIGアクリルスタンド ¥3,300

80 グッズ CONNECT:ED「この素晴らしい世界に祝福を！」めぐみん パーカー SWEAT PARKA EXPLOSION ¥7,700

81 グッズ CONNECT:ED「この素晴らしい世界に祝福を！」Tシャツ KO・NO・SU・BA T-SHIRT ¥6,050

82 グッズ 「この素晴らしい世界に祝福を！」トレーディングアクリルキーホルダーvol.2 ¥612

83 グッズ メイドインアビス　絵馬 ¥1,100

84 グッズ 青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない 桜島麻衣　絵馬 ¥1,100

85 グッズ Re:ゼロから始まる異世界生活  『冨嶽異世界少女百景 恋夢』　絵馬 ¥1,100

86 グッズ Re:ゼロから始める異世界生活 絵馬 ¥1,100

87 グッズ オーバーロードⅢ 絵馬 ¥1,100

88 グッズ この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説 絵馬（絶対強運） ¥1,100

89 グッズ この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説 絵馬（爆裂祈願） ¥1,100

90 グッズ 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 絵馬 ¥1,100

91 グッズ デート・ア・ライブ　絵馬 ¥1,100

92 グッズ のんのんびより　絵馬 ¥1,100


	記事用

