
＜初日・２日目用＞　ブースNo.131　フロンティアワークス　商品一覧
※できるだけ事前に「購入希望数」をご記入お願い申し上げます。

※品切れの際は、ご了承下さい。

※内容に関して変更や中止となる場合がございます。　※状況により、予告無く販売数の制限を設定させていただく場合が御座います。

アイテム名 税込販売価格 合計金額 特典 ＜販売員確認＞

アニメ『シュタインズ・ゲート』 限定数 購入希望数

●【グッズ】Ｔシャツ（描きおろしのミニキャラ 8体・男性フリーサイズ） 初売・イベント限定 ¥3,000 5

●【グッズ】マイクロファイバータオル　（絵柄／紅莉栖） 初売・イベント限定 ¥2,500 5

●【グッズ】テレホンカード　（絵柄／岡部・紅莉栖・まゆり） 初売・イベント限定 ¥1,500 5

●【グッズ】タンブラー　（絵柄／紅莉栖・まゆり）※デザインシート３枚封入 初売・イベント限定 ¥1,500 5

●【グッズ】サマーカレンダーポスター（絵柄／水着の紅莉栖・まゆり・フェイリス）※B2サイズ・箱入り 初売・イベント限定 ¥1,000 5

アニメ『ひぐらしのなく頃に煌』

●【セット】夏コミセット（【初売】にぱにぱ音頭☆ソングCD・【会場限定】テレカ（抱き枕カバーオヤシロリカ
魔法少女バージョン絵柄・50度数）・【会場限定】10周年アニバーサリーTシャツ）

初売・コミケ80限定 ¥4,500 5 【コミケ会場特典】「煌★闘」カード
（全4種・ランダム封入） 特典封入済

●【CD】『ひぐらしのなく頃に煌』　にぱにぱ音頭 ソングCD
（田村ゆかり・中原麻衣・かないみか・雪野五月・堀江由衣）

初売＋コミケ80特典付 ¥1,000 【コミケ会場特典】「煌★闘」カード
（全4種・ランダム封入） 特典封入済

●【食品】にぱにぱ味噌汁　（※缶入り・顆粒タイプ・ふ、わかめ入り） 初売・コミケ80限定 ¥1,000

●【CD】DJCD「ひぐらしのなく頃に煌 笑い話編 海」 初売＋コミケ80特典付 ¥3,000 【コミケ会場特典】ジャケット柄ステッカー
（キャスト複製サイン入り） 特典封入済

●【グッズ】抱き枕カバー（描きおろし・オヤシロリカ（魔法少女バージョン＆アダルトバージョン）） 初売 ¥10,000 【コミケ会場特典】「煌★闘」カード
（全4種・ランダム封入） 特典封入済

アニメ『ましろ色シンフォニー』

●【本】スターターブック 初売 ¥500

●【グッズ】痛車ステッカー（2柄セット） 初売・コミケ80限定 ¥500
アニメ『プリンセスラバー！』

●【グッズ】夏コミ限定テレホンカードセット（７枚／イラスト：こもりけい）
　※DVD、BDパッケージのために描きおろしたセクシー下着イラストなどの７枚セット

初売・コミケ80限定 ¥10,000 3
アニメ「ジュエルペット てぃんくる☆」

●【DVD+CD】ファンディスク　イベント限定版（特製資料集「てぃんくる☆ぷりくえる」付き）
初売＋コミケ・通販特典

付 ¥5,000 5 【コミケ会場特典】
特製資料集 特典封入済

アイドルマスター

●【CD2枚＋DVD1枚】DJCD ラジオdeアイマSTAR☆ SP02～Graduation～
【出演：中村繪里子・仁後真耶子・長谷川明子　ゲスト：下田麻美 】

初売 ¥4,500
まほうつかいの箱

●【グッズ】マグカップ　（イラスト：ミニキャラのひびき、千鍵、スナオ） 初売 ¥1,000

●【グッズ】タオルセット（2枚組）（※イラスト：ひびき、千鍵） 初売 ¥1,500
アニメ「ヘタリア World Series」

●【グッズ】ヘタリア夏セット（扇子、巾着袋、ポストカード、ビニールバッグ）
扇子＆ポストカード描き下ろし：イタリア・ドイツ・日本・イギリス・フランス・スペイン

初売 ¥1,800

●【グッズ】スタッフＴシャツ（2010 SUMMER）　※女性フリーサイズ　※キャラ：枢軸・連合 初売 ¥2,500

●【グッズ】2012年リングカレンダー（発売：ムービック） 初売 ¥1,600
アニメ「Starry☆Sky」

●【本】SPECIAL FAN BOOK ～2011 SUMMER～　※表紙：カズアキ描きおろし
本文：藤井まき、ゑむ、メインキャスト14名の色紙コメントなど

初売 ¥500
アニメ「TIGER & BUNNY」

●【グッズ】アイスロングタオル 「ワイルドタイガー」 初売 ¥1,500 2

●【グッズ】アイスロングタオル 「バーナビー・ブルックスJr.」 初売 ¥1,500 2

●【グッズ】アイスロングタオル 「ブルーローズ」 初売 ¥1,500 2

●【グッズ】アイスロングタオル 「ロックバイソン」 初売 ¥1,500 2

●【グッズ】アイスロングタオル 「スカイハイ」 初売 ¥1,500 2

●【グッズ】アイスロングタオル 「ドラゴンキッド」 初売 ¥1,500 2

●【グッズ】アイスロングタオル 「折紙サイクロン」 初売 ¥1,500 2

●【グッズ】アイスロングタオル 「ファイヤーエンブレム」 初売 ¥1,500 2

●【グッズ】アイスロングタオル 「ヒーローTV」 初売 ¥1,500 2
●【グッズ】鏑木（かぶらぎ）酒店御愛顧感謝セット
　　内容：タオル・うちわ・エコバッグ・ティッシュ

初売 ¥2,500 2
テイルズ オブ シンフォニア THE ANIMATION

●【CD】Comic Market 80 Limited CD「テイルズリング・シンフォニア」
【出演：小西克幸、小野坂昌也、代永翼、沢城みゆき、水樹奈々、折笠 愛、冬馬由美ほか】

初売 ¥2,500
テイルズ オブ ヴェスペリア

●【CD】コミックマーケット80 DJCD「テイルズリング・ヴェスペリア」
【出演：鳥海浩輔、中原麻衣、渡辺久美子、森永理科、竹本英史、久川綾、宮野真守ほか】

初売 ¥2,500
テイルズ オブ グレイセス エフ

●【CD】アンソロジードラマCD「テイルズ オブ グレイセス エフ 2011 Summer」
【出演：櫻井孝宏、花澤香菜、水島大宙、河原木志穂、浪川大輔、東地宏樹、植田佳奈ほか】

初売 ¥2,500
KISS×KISS　collections

●【ＣＤ】KISS×KISS　collections　Vol.16｢パーソナリティキス｣　発売：AIR AGENCY
（イラストレーター：黒乃奈々絵／キャスト：森久保祥太郎）

初売＜先着でブースイ
ベント参加券付＞ ¥2,000 5

●【ＣＤ】KISS×KISS　collections　Vol.17｢わかぞーキス｣　発売：AIR AGENCY
（イラストレーター：黒乃奈々絵／キャスト：岡本信彦）

初売＜先着でブースイ
ベント参加券付＞ ¥2,000 5

●【ＣＤ】KISS×KISS　collections　Vol.18｢たまゆらキス｣　発売：AIR AGENCY
（イラストレーター：黒乃奈々絵／キャスト：鳥海浩輔）

初売＜先着でブースイ
ベント参加券付＞ ¥2,000 5

愛してあげるニャ！　－僕のペット－

●【CD】愛してあげるニャ！　－僕のペット－　VOL.1 　瀬戸恵一（CV：石田彰） 初売 ¥2,500
ボクたちオトコの娘

●【CD】ドラマＣＤ「ボクたちオトコの娘」～ドキドキ☆サマーハプニング 編～
【出演：下野紘、石田彰、代永翼、前野智昭、小西克幸】

初売＋コミケ80特典付 ¥2,500 【コミケ会場特典】オトコの娘　胸キュン
水着イラスト柄 特製ブロマイド（1枚） 特典封入済

ラッキードッグ１

●【CD】ドラマＣＤ「ラッキードッグ１」MOBILE SPECIAL
【出演：タダノドウテイ、平井達矢、蒼井夕真、浅野要二、四季路ほか】

初売 ¥2,000
ラッキードッグ１ Gian・carlo’S LUCKY HAPPY LIFE 

●【グッズ】トレーディングカード先行パック　【HAPPY】
　※1パック7枚入。「HAPPY」「LIFE」で全14種が揃います。

初売 ¥500
●【グッズ】トレーディングカード先行パック　【LIFE】
　※1パック7枚入。「HAPPY」「LIFE」で全14種が揃います。

初売 ¥500
黒と金の開かない鍵。

●【CD】ドラマＣＤ「黒と金の開かない鍵。」第２弾＜智臣＆千紘 編＞
【出演：星咲イリア、木島宇太、平井達矢】

初売＋コミケ80特典付 ¥2,500 【コミケ会場特典】
「ラミネートカード」 特典封入済

●【CD】「黒と金の開かない鍵。」サウンドトラックＣＤ（主題歌入り）
「誰もがたどり着けるはずの空へ」　発売：drops-tone

初売 ¥1,500
クラ×ラバ ～ファンは、かく語りき～

●【CD】ドラマＣＤ「クラ×ラバ」 ～ファンは、かく語りき～
【出演：杉田智和、鳥海浩輔、置鮎龍太郎、杉山紀彰、藤原啓治、三浦祥朗】

初売 ¥2,500
戦国鍋TV

●【グッズ】戦国鍋TV 徳川15代将軍 BAKUFUって統べろうセット
（内容／アイスロングタオル・シュシュ・会場限定缶バッジセット・トートバッグ）

初売＋コミケ80特典付 ¥2,500 【コミケ会場＆通販特典】
トートバッグ+缶バッジ3個 特典封入済

Si-Nis-Kanto（シニシカント）

●【本】小冊子ファイルセット　発売：HOBIBOX　※全年齢向け 初売 ¥500
腐女子の嫁ぎ方

●【本】腐女子の嫁ぎ方　発売：メディアパル 初売 ¥1,200

合計金額

2,500円以上
お買い上げで、
特典１点を
外付けでお渡し

（※一会計で
一冊限り）

ＣＤ１枚につき
握手会参加券
１枚を外付けで
お渡し

【外付け】
【コミケ会場特典】

■「シュタインズ・ゲート」関
連商品￥2,500以上お買い上

げの方に

コミケ80限定特典
「ビジュアルコンセプトブッ

ク」
※一会計お一人様一冊限り

になります。

　　

購入希望数

【コミケ3日目】8月14日・フロ
ンティアワークスブースにて
14時開始／「KISS×KISS

collections」ゆっくりいこうよ
藤原啓治握手会


