
販売価格 購入数 販売価格 購入数

1 ¥2,500 19 ¥9,000

2 ¥2,500 20 ¥6,500

3 ¥6,000 21 ¥6,500

4 ¥6,000 22 ¥3,000

5 ¥6,000 23 ¥2,500

販売価格 購入数 販売価格 購入数

¥6,500 24 ¥3,500

¥6,500 ¥6,500

¥6,500 ¥6,500

¥5,500 26 ¥2,500

¥5,500 27 ¥2,500

¥5,500 28 ¥2,500

8 ¥4,000 29 ¥2,500

30 ¥5,500

販売価格 購入数 31 ¥5,500

¥6,500 32 ¥5,500

¥6,500 33 ¥5,500

¥6,500 34 ¥1,500

10 ¥4,500 35 ¥2,000

11 \800/個 36 ¥7,000

販売価格 購入数 ¥3,000

12 ¥6,000 ¥3,000

13 ¥6,000 ¥3,000

14 ¥2,500 ¥3,000

15 ¥2,500 ¥3,000

16 ¥2,500  販売価格 購入数

¥1,000 38 ¥3,000

¥1,000 39 ¥3,000

¥1,000 40 ¥3,000

¥1,000 41 ¥2,500

¥1,000 42 ¥2,500

¥1,000 43 ¥2,500

¥1,000 44 ¥2,500

¥1,000 45 ¥2,500

¥1,000 46 ¥2,500

18 ¥5,500 1/2
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景の海のアペイリア スマホポーチ 景の海ver.

景の海のアペイリア スマホポーチ  記憶の海ver.

バタフライシーカー フタ付き保温機能タンブラー

景の海のアペイリア  フタ付き保温機能タンブラー

あけいろ怪奇譚 スマホポーチ 緋色(あけいろ)ver.

あけいろ怪奇譚  フタ付き保温機能タンブラー

SILKY'S PLUS

Innocent Grey 猟奇パーカー Sサイズ

Innocent Grey スマホポーチ 暗き森ver.

Innocent Grey スマホポーチ 群青ver.

Innocent Grey スマホポーチ 少女ver.

Innocent Grey スマホポーチ 猟奇ver.

FLOWERS オードトワレ Le Printemps et L'hiver 白羽蘇芳×匂坂マユリ×花菱立花

FLOWERS メッセンジャーバッグ タイプA

FLOWERS メッセンジャーバッグ タイプB

FLOWERS メッセンジャーバッグ タイプC

FLOWERS メッセンジャーバッグ タイプD

FLOWERS メッセンジャーバッグ タイプE
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あけいろ怪奇譚 スマホポーチ 和柄(境界線)ver.

バタフライシーカー スマホポーチ ブラックメールver.

バタフライシーカー スマホポーチ 昆虫美食部（ムシクイ）ver.

ブギーポップは笑わない フルグラフィックTシャツ カモフラデザイン Lサイズ

ブギーポップは笑わない フルグラフィックTシャツ カモフラデザイン XLサイズ

ブギーポップは笑わない クラフトワークキャップ

FLOWERS オードトワレ L'ete 考崎千鳥×八重垣えりか

FLOWERS オードトワレ L'automne 小御門ネリネ×八代譲葉

FLOWERS フルカラーTシャツ

FLOWERS フルプリントビジュアルジャージ

FLOWERS ロングウォレット

FLOWERS オードトワレ L'autre automne 沙沙貴苺×沙沙貴林檎

CRYSTAR -クライスタ- スマホポーチ 少女のナミダver.

CRYSTAR -クライスタ- クリアポケット付きロングウォレット UNICORN ver.

CRYSTAR -クライスタ- クリアポケット付きロングウォレット 辺獄ver.

まいてつ ハチロクぬいぐるみ スケルトン入

まいてつ れいなぬいぐるみ スケルトン入

まいてつ 旧帝鉄 制帽型ワークキャップ

8620形ぬいトートバッグ

Innocent Grey 瑠璃の鳥クッション

Innocent Grey 猟奇パーカー Lサイズ

CRYSTAR -クライスタ- クリアポケット付きロングウォレット 零ver.

ブギーポップは笑わない オリジナルパーカー Mサイズ

ブギーポップは笑わない オリジナルパーカー Lサイズ

まいてつ ヘッドマークワッペン れいな

まいてつ ヘッドマークワッペン ふかみ

まいてつ ヘッドマークワッペン 凪

まいてつ ヘッドマークワッペン アルジェ犬吠ver.

まいてつ クラッチバッグ 御一夜鉄道ver.

まいてつ ヘッドマークワッペン 真闇

まいてつ ヘッドマークワッペン 稀咲

まいてつ ヘッドマークワッペン アルジェ

CRYSTAR -クライスタ- まいてつ

ブギーポップは笑わない Innocent Grey

盾の勇者の成り上がり

まいてつ

CRYSTAR -クライスタ- スマホポーチ 少女のクノウver. まいてつ フルカラーエナメルバックパック

まいてつ クリアポケット付き黒ロングウォレット ハチロクカラーver.

まいてつ クールタオル シーサイドサマーver.

まいてつ クールタオル ヒロインズヘッドマークver.

まいてつ クールタオル 8620ver.

まいてつ ヘッドマークワッペン 日々姫

まいてつ ヘッドマークワッペン ポーレット

盾の勇者の成り上がり オリジナル盾パーカー Mサイズ

盾の勇者の成り上がり オリジナル盾パーカー Lサイズ

盾の勇者の成り上がり オリジナル盾パーカー XLサイズ

盾の勇者の成り上がり アクリルトレーディングカード

盾の勇者の成り上がり フルカラーマイクロファイバークッション

まいてつ クリアポケット付き黒ロングウォレット ヘッドマークver.

ブギーポップは笑わない オリジナルパーカー XLサイズ

ブギーポップは笑わない フルグラフィックTシャツ カモフラデザイン Mサイズ※『ブギーポップは笑わない フルグラフィックTシャツ カモフラデザイン』

『ブギーポップは笑わない クラフトワークキャップ』 はイベントでの販売はございません。

楽しみにしていただいたお客様へは 心よりお詫び申し上げます。

一般販売は6月28日発売に予定通り行いますのでご利用ください。



販売価格 購入数 販売価格 購入数

47 ¥6,500 74 ¥3,200

販売価格 購入数 75 ¥3,200

48 ¥2,500 76 ¥5,000

49 ¥2,500 77 ¥4,000

50 ¥2,500 78 ¥2,500

¥6,500 79 ¥3,500

¥6,500 80 ¥1,500

¥6,500 販売価格 購入数

¥6,500 81 ¥300

販売価格 購入数 82 ¥1,000

52 ¥2,500 83 ¥1,000

53 ¥2,500 84 ¥1,000

54 ¥1,000 85 ¥300

55 ¥3,000 86 ¥300

56 ¥3,500 87 ¥300

販売価格 購入数 88 ¥300

57 ¥2,500 89 ¥300

58 ¥2,000 90 ¥500

59 ¥2,000 91 ¥500

60 ¥2,000 92 ¥500

61 ¥3,500 93 ¥700

62 ¥3,500 94 ¥300

販売価格 購入数 95 ¥400

63 ¥3,000 販売価格 購入数

64 ¥4,000 96 ¥40,000

65 ¥5,000

66 ¥6,000

67 ¥3,200

68 ¥3,200

69 ¥2,000

70 ¥2,000

71 ¥2,000

72 ¥2,000

73 ¥1,500
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乙女恋心プリスター クリアファイル

乙女恋心プリスター レジャーシート

乙女恋心プリスター スポーツタオル

Re;Lord～ヘルフォルトの魔女とぬいぐるみ～ クリアファイル

にじよめちゃんスマホポーチ NO MORE 無課金ver.

にじよめちゃんスマホポーチ ゴールドにじコインver.

VenusBlood -RAGNAROK- メッセンジャーバッグPRO

お家に帰るまでがましまろです ステンレス保温タンブラー

にじよめちゃんwatching you! パーカー Mサイズ

にじよめちゃんwatching you! パーカー Lサイズ

にじよめちゃんwatching you! パーカー XLサイズ

ninetail / dualtail

あかときっ２！ 依乃里＆マシロ　クリアファイル

あかときっ２！ 奈夕　アクリルキーホルダー

あかときっ２！ 依乃里　アクリルキーホルダー

Re;Lord 第二章 ～ケルンの魔女と黒猫～ クリアファイル

Re;Lord 第三章 ～グローセンの魔王と最後の魔女～ クリアファイル　☆非売品

Venus Blood -HYPNO- Tシャツ Lサイズ

「RELEASE THE SPYCE」スクールカレンダー

VenusBlood HYPNO ｼﾞｭﾘｱ ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾊﾞｯｸﾞ

「RELEASE THE SPYCE」アクリルキーホルダーセット A

「RELEASE THE SPYCE」アクリルキーホルダーセット B

「RELEASE THE SPYCE」グッズセット

RELEASE THE SPYCE

にじよめちゃんwatching you! パーカー Sサイズ

にじよめちゃん・アテナちゃんのステンレススキットル

真･恋姫†夢想-革命- 蒼天の覇王 曹操・華琳ぬいぐるみ スケルトン入

「RELEASE THE SPYCE」アクリル時計

「RELEASE THE SPYCE」Tシャツ

「RELEASE THE SPYCE」サコッシュ

真･恋姫†夢想-革命-

にじよめちゃん

「この素晴らしい世界に祝福を！」スクールカレンダー

Escu:de

乙女恋心プリスター ポーチ

あかときっ２！ チッカ　アクリルキーホルダー

遊聖天使プリマヴェールDrei マルクジェネ支給 乾パン　　※賞味期限：2021年12月

遊聖天使プリマヴェールDrei クリアファイル

遊聖天使プリマヴェールDrei チケットホルダーこの素晴らしい世界に祝福を！２

「この素晴らしい世界に祝福を！２」フロアマット

「この素晴らしい世界に祝福を！」アクリル時計

「この素晴らしい世界に祝福を！２」特大タペストリー　2018冬

「この素晴らしい世界に祝福を！２」ブランケット

「この素晴らしい世界に祝福を！」アクリルキーホルダー　Aセット

「この素晴らしい世界に祝福を！」アクリルキーホルダー　Bセット

「この素晴らしい世界に祝福を！」マフラータオル　アクア＆カズマ

「この素晴らしい世界に祝福を！」マフラータオル　めぐみん＆ダクネス

お家に帰るまでがましまろです
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あかときっ２！ 奈夕＆ニナ　クリアファイル

dualtail クラフトワークキャップ 「ルナ」缶バッジ付き（ネイビー）

ninetail クラフトワークキャップ 「楓」缶バッジ付き（カーキ）

お家に帰るまでがましまろです クールタオル マシュマロツリーver.

お家に帰るまでがましまろです クールタオル ましまろガールズver.

お家に帰るまでがましまろです クールタオル カラフルましまろver.

お家に帰るまでがましまろです。 メッセンジャーバッグPRO 私立神扇学園ver.

お家に帰るまでがましまろです。 メッセンジャーバッグPRO ましまろスイーツver.

ユニオリズム・カルテット

ユニオリズムカルテット リフレクションアート ユリナ＆シルヴェリア

「この素晴らしい世界に祝福を！」マフラータオル　ウィズ＆ゆんゆん

「この素晴らしい世界に祝福を！」マフラータオル　エリス＆めぐみん

公式ホームページ

Twitter情報はこちらから＞＞＞


