
＜初日・２日目用＞　ブースNo.234　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

●【CD】アンソロジードラマＣＤⅡ「シュタインズ・ゲート」夢幻泡影のバケーション
(出演：宮野真守、今井麻美、花澤香菜、関智一、田村ゆかり、桃井はるこ、小林ゆう、後藤沙緒里）

初売 ¥2,500

●【グッズ】イベントセット　（発売：ムービック）
（モバイル・ポケット／クリアファイル／ミニメッセンジャーバッグ／ファスナートート）

初売・イベント限定 ¥4,000

●【グッズ】メイクイーン＋ニャン2　Tシャツ　【男性・Ｌサイズ】
（描きおろしの紅莉栖・まゆり・フェイリスのイラスト使用）

初売・イベント限定 ¥3,000

●【グッズ】メイクイーン＋ニャン2　タンブラー　（着せ替えシート３枚付き）
（描きおろしの紅莉栖・まゆり・フェイリスのイラスト使用）

初売・イベント限定 ¥1,500

●【グッズ】iPhoneカバー
（iPhoneカバー（4/4S）＋カレンダーアプリ）

初売・コミケ限定 ¥2,500

●【グッズ】タペストリー（紅莉栖・描きおろし）　（発売：ムービック） 初売 ¥5,000

●【グッズ】タペストリー（まゆり・描きおろし）　（発売：ムービック） 初売 ¥5,000
OVA「乙女はお姉さまに恋してる～２人のエルダー～」

●【グッズ】妃宮千早キャラクターシーツ
（アニメ版描きおろしイラスト、サイズ：135cm×210cm）

初売・コミケ限定 ¥7,000
OVA「＋チック姉さん」

●【グッズ】げんまいろえTシャツ　【男性・Ｌサイズ】 初売＋コミケ特典付 ¥3,000 【コミケ会場特典】
特製ブロマイド 特典封入済

OVA「ToHeart2ダンジョントラベラーズ」

●【CD】Comic Market 82 Limited CD　OVA「ToHeart2」キャラソンセレクション
【歌唱：長谷優里奈、伊藤静、力丸乃りこ、小野涼子、小暮英麻、佐藤利奈、本多知恵子他】

初売＋コミケ特典付 ¥2,500 5
【コミケ会場特典】

ジャケット登場キャラのキャストいずれか
１名の直筆サイン色紙（ランダム封入）

特典封入済

●【グッズ】スタッフTシャツ　【男性・Ｌサイズ】 初売・コミケ限定 ¥3,000
アニメ「ジュエルペット てぃんくる☆」

●【BD+CD】ファンディスクＢＤ　イベント限定版（ボーカルCD付き）
（描き下ろしイラストの高級複製原画付き　※高森奈津美さん直筆サイン＆シリアルナンバー入り）

初売 ¥29,000
ワルキューレ ロマンツェ [少女騎士物語]

●【CD】「ワルキューレ ロマンツェ [少女騎士物語]」ドラマＣＤ第２巻
【出演：清水 愛、中村繪里子、瑞沢 渓、田口宏子、生天目仁美他】

初売＋コミケ特典付 ¥3,000 【コミケ会場特典】
ステッカー　１枚 特典封入済

●【グッズ】「ワルキューレ ロマンツェ [少女騎士物語]」コミケ82 テレホンカード
（50度数テレホンカード１枚・紙製台紙付き）

初売 ¥1,500
ザ・妄想力 

●【CD】ザ・妄想力　VOL.1「扉の向こうで妹が××なことをしています」
※このCDは、聞き手がお兄ちゃんとなり、妹が何をしているのかを当てるCDです。　出演：久遠柚子

初売＋コミケ特典付 ¥2,500 【コミケ会場特典】
ブロマイド（妹のしまぱん切れ端つき） 特典封入済

TVアニメ「アルカナ・ファミリア」

●【グッズ】Ａ３クリアポスター 初売・イベント限定 ¥1,000

●【グッズ】イベントセット （発売：ムービック）　　（内容：メタルポストカード３枚セット／
ミニクリアファイル２枚セット／Ｔシャツ（女性用Ｍサイズ）／シュシュ／不織布バッグ）

初売・イベント限定 ¥3,000
ヘタリア

●【書籍】「ヘタリア」河南正昭アニメイラストレーションズ
（表紙イラスト描き下ろし）

初売＋コミケ特典付 ¥2,500 【コミケ会場特典】
ポストカード２枚組 特典封入済

●【CD2枚組】まるかいてベスト 限定版
歌唱：浪川大輔、安元洋貴、高橋広樹、小西克幸、杉山紀彰、小野坂昌也、高戸靖広、甲斐田ゆき　他

初売 ¥3,500
●【CD】ヘタリア DIGITAL SINGLE THE BEST ぷらす α
【歌唱：高城元気、甲斐田ゆき、高本めぐみ、小西克幸、岩村愛子、郷田ほづみ、たなかこころ、武内
健、高戸靖広、小野坂昌也、井上 剛、髙坂篤志】

初売 ¥2,000

●【グッズ】クリアファイル3枚セット　（発売：ムービック）
※原作絵柄

初売 ¥1,000 5

●【グッズ】トートバック　（発売：ムービック）
※原作絵柄

初売 ¥1,000 5
Starry☆Sky

●【グッズ】「Ｓｔａｒｒｙ☆Ｓｋｙ」カレンダーポスターコレクション（2013年カレンダー）
※DVDジャケット用の原作イラスト使用 ※全７種のうち、１種をランダム封入（Ｂ２サイズ）

初売 ¥1,000
うたの☆プリンスさまっ♪Debut

●【グッズ】きせかえiPhoneカバー（4/4S）+カレンダーアプリ
 音也（おとや）・トキヤ・嶺二（れいじ）セット

初売 ¥2,500 5

●【グッズ】きせかえiPhoneカバー（4/4S）+カレンダーアプリ
 真斗（まさと）・レン・蘭丸（らんまる）セット

初売 ¥2,500 5

●【グッズ】きせかえiPhoneカバー（4/4S）+カレンダーアプリ
 那月（なつき）・翔（しょう）・藍（あい）セット

初売 ¥2,500 5

●【グッズ】きせかえiPhoneカバー（4/4S）+カレンダーアプリ
セシル・カミュセット

初売 ¥2,500 5
TVアニメ「薄桜鬼」

●【グッズ】きせかえiPhoneカバー（4/4S）＋カレンダーアプリ 土方・斎藤・風間セット 初売・コミケ限定 ¥2,500 5

●【グッズ】きせかえiPhoneカバー（4/4S）＋カレンダーアプリ 沖田・原田・藤堂・永倉セット 初売・コミケ限定 ¥2,500 5
テイルズ オブ ヴェスペリア

●【CD＋グッズ】ＤＪＣＤ「テイルズリング・ヴェスペリア」ＣｏｍｉｃＭａｒｋｅｔ８２Ｌｉｍｉｔｅｄコミケ会場限定版
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、斎藤千和　他

初売＋コミケ特典付 ¥3,000 【コミケ会場特典】
マイクロファイバーハンカチ 特典封入済

テイルズ オブ グレイセス エフ

●【CD+グッズ】アンソロジードラマCD「テイルズ オブ グレイセス エフ2012Summer」コミケ会場限定版
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、植田佳奈他

初売＋コミケ特典付 ¥3,000 【コミケ会場特典】
マイクロファイバーハンカチ 特典封入済

あかやあかしやあやかしの

●【CD】「あかやあかしやあやかしの」アンソロジードラマＣＤ２「かげふみあそび」　イベント限定版
出演：立花慎之介、水島大宙、櫻井孝宏、鳥海浩輔、真堂圭、小野友樹、江口拓也他）

初売＋コミケ特典付 ¥2,500
【コミケ会場特典】

HaccaWorks*描き下ろしＡ３クリアポス
ター

特典封入済

はーとふる彼氏

●【ＣＤ】はーとふる彼氏　ドラマCD　第二羽
出演：浅沼晋太郎、石田彰、若本規夫、野島裕史、子安武人、遊佐浩二他）

初売＋コミケ特典付 ¥3,000 【コミケ会場特典】
さしかえ描きおろしジャケットスリーブ 特典封入済

「ラッキードッグ１」シリーズ「ジャンのためなら世界を壊す」

●【グッズ】コミケ82 グッズセット
（内容／Ａ４サイズクリアファイル２種、シールマウスパッド１枚のセット）

初売 ¥1,000

●【グッズ】トレーディングカード（パック２種セット）　※パック２種で全種揃います 初売 ¥1,000
戦勇。

●【グッズ】ニセパンダぬいぐるみ（M）
ぬいぐるみサイズ：高さ約200mm　横約200mm　幅約65mm

初売 ¥2,000

●【グッズ】iPhone 4/4S専用 キャラクタージャケット 初売 ¥2,000

●【グッズ】キャラクターTシャツ　【男性フリーサイズ】 初売 ¥3,000
伏 銀華（ケモノ）と氷刃（ハガネ）の猟奇録

●【CD】ドラマＣＤ『伏 銀華（ケモノ）と氷刃（ハガネ）の猟奇録』
出演：日高里菜、杉田智和、斎藤千和、大久保瑠美

初売 ¥3,000
Ｉｂ（イヴ）

●【グッズ】缶バッジセット 初売 ¥1,000
藤原啓治のこれがやりたい！！～関東編～

●【DVD】藤原啓治のこれがやりたい！！～関東編～
出演：藤原啓治、櫻井孝宏

初売＜先着でイベント参
加券付＞ ¥4,000 5

【コミケ3日目】8月12日・フロンティアワー
クスブースにて14時開始／藤原啓治

握手会　　参加券

DVD１枚につき参
加券１枚を外付
けでお渡し

KISS×KISS collections

●【CD】ドラマCD KISS×KISS collections Vol.22「トライアルキス」 牧瀬 龍哉 （CV:遊佐 浩二）
（発売：AIR AGENCY）

初売 ¥2,000

●【CD】ドラマCD KISS×KISS collections Vol.23「ヒーリングキス」 朝比奈 誠 （CV:置鮎 龍太郎）
（発売：AIR AGENCY）

初売 ¥2,000

●【CD】ドラマCD KISS×KISS collections Vol.24「はじめてのキス」 有村 高志 （CV:島﨑 信長）
（発売：AIR AGENCY）

初売 ¥2,000

合計金額

【コミケ会場にて
４種同時購入特典】

全４種を同時ご購入で
iPhone用ホームボタン

シール
（１シート４個付き）

４種同時ご購入
ごとに特典１枚を
外付けでお渡し

購入希望数


