
＜初日・２日目用＞　ブースNo.121　フロンティアワークス　商品一覧

※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「神々の悪戯」 限定数 購入希望数

●【グッズ】クリアポスター  （発売：ムービック）
内容：カズキヨネ先生描きおろしのアニメ第一弾キービジュアルを使用した、Ａ３サイズのクリアポスター

初売・イベント限定 ¥500

●【グッズ】缶バッジセットＡ　　（４個入り：アポロン、月人、バルドル、結衣）　（発売：ムービック）
内容：カズキヨネ先生描きおろしのアニメ第一弾キービジュアルを使用した缶バッジセット。

初売・イベント限定 ¥1,000

●【グッズ】缶バッジセットＢ　　（４個入り：ハデス、尊、ロキ、校章）　（発売：ムービック）
内容：カズキヨネ先生描きおろしのアニメ第一弾キービジュアルを使用した缶バッジセット。

初売・イベント限定 ¥1,000
アニメ「DIABOLIK LOVERS」 限定数 購入希望数

●【グッズ】缶バッジセット第２弾 　　全７種（１セットに、アニメイラストを使用した缶バッジが2個入り）
（アヤト、カナト、ライト、シュウ、レイジ、スバル、ユイの各セットをランダムでの販売）
※ミニキャラクターのイラストは描きおろし！

初売
イベント限定 ¥500 10

●【グッズ】マフラータオル
絵柄：アヤト、カナト、ライト、スバル（カナト、ライトは描きおろし！）

初売＋イベント特典付 ¥2,500

イベント特典：缶バッジ2個
（カナト、ライト）

※別途通常の封入特典有：
缶バッジ2個（アヤト、スバル）

特典封入済

●【グッズ】スタッフTシャツ　　サイズ：フリーサイズ（女性用Ｍ）
絵柄：シュウ、レイジ

初売＋イベント特典付 ¥3,000 特典缶バッジ2個
（シュウ、レイジ）

特典封入済

アニメ「ヘタリア The Beautiful World」

●【グッズ】お正月セット
内容：　１）かるた　２）ポチ袋　３）巾着袋　　※ポチ袋は枢軸キャラ（イタリア、ドイツ、日本）3種類を封入

初売＋イベント特典付 ¥3,000 年賀状風ブロマイド　１枚 特典封入済

●【グッズ】年越しそば（おまけ付き）　　※賞味期限は製造より120日です。商品ご確認下さい。
内容：年越しそば（二袋）と缶バッジ（全３種のうち、１種がランダム封入）

初売・イベント限定 ¥1,500
アニメ「弱虫ペダル」

●【CD】ドラマＣＤ「ウエルカムレース」
出演：山下大輝、鳥海浩輔、福島 潤、安元洋貴、森久保祥太郎、伊藤健太郎

初売＋イベント特典付 ¥2,000 アニメ柄 特製ブロマイド
(ジャケット柄) 1枚

特典封入済

PEACE MAKER　鐵

●【くじ】「PEACE MAKER　鐵」くじ
【全14種(Ａ賞～Ｅ賞)】　※お１人様１会計につき、１０回までとなります

初売 ¥500 10
テイルズ オブ ヴェスペリア

●【CD】ＤＪＣＤ「テイルズリング・ヴェスペリア」Ｃｏｍｉｃ Ｍａｒｋｅｔ ８５ Ｌｉｍｉｔｅｄ
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＋イベント特典付 ¥3,000 ufotable描きおろし
クリアファイル１枚

ＣＤ１枚につき、１枚
を外付けでお渡し

テイルズ オブ エクシリア

●【CD】ＤＪＣＤ「テイルズリング・エクシリア」Ｃｏｍｉｃ Ｍａｒｋｅｔ ８５ Ｌｉｍｉｔｅｄ
出演：代永翼、沢城みゆき、杉田智和、堀中優希、早見沙織、池澤春菜、麦人 他

初売＋イベント特典付 ¥3,000 ufotable描きおろし
クリアファイル１枚

ＣＤ１枚につき、１枚
を外付けでお渡し

テイルズ オブ エクシリア２

●【CD】アンソロジードラマＣＤ「テイルズ オブ エクシリア２」２０１３ Ｗｉｎｔｅｒ
出演：近藤隆、伊瀬茉莉也、大川透、代永翼、沢城みゆき、杉田智和、堀中優希、早見沙織、麦人 他

初売＋イベント特典付 ¥3,000 ufotable描きおろし
クリアファイル１枚

ＣＤ１枚につき、１枚
を外付けでお渡し

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」２０１３ Ｗｉｎｔｅｒ
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＋イベント特典付 ¥3,000 ufotable描きおろし
クリアファイル１枚

ＣＤ１枚につき、１枚
を外付けでお渡し

谷山紀章のMr.Tambourine　Man

●【CD+DVDの２枚組】 DJCD「谷山紀章のMr.Tambourine　Man〜丼鉢勘定〜」
メインパーソナリティ：谷山紀章、スペシャルゲスト：浪川大輔、特典DVDゲスト：勝 杏里

初売＋イベント特典付 ¥3,500 複製サイン&コメント入
フォトカード１枚

特典封入済

あかやあかしやあやかしの

●【CD】アンソロジードラマCD3「線あそび」
出演：立花慎之介、水島大宙、櫻井孝宏、鳥海浩輔、真堂圭、長妻樹里、三宅麻理恵、高森奈津美 他

初売＋イベント特典付 ¥2,500
ハッカワークスイラスト

ブロマイド１枚
(由・灯吾・秋良)

特典封入済

つまみは塩だけ

●【CD】ラジオCD「逸品」その3
パーソナリティ：森久保祥太郎、浪川大輔

イベント特典付 ¥2,000 生写真 1枚 特典封入済

●【CD】ラジオCD「逸品」その4
パーソナリティ：森久保祥太郎、浪川大輔

イベント特典付 ¥2,000 生写真 1枚 特典封入済

アニメ「のうりん」

●【書籍】2nd GUIDE BOOK 初売 ¥500

●【グッズ】ゆかたん応援セット　　　　内容：ビッグうちわ、缶バッチ、サイリウム 初売・イベント限定 ¥2,000

●【グッズ】農（みのり）タペストリー　　サイズ：Ｂ１サイズ 初売・イベント限定 ¥4,000
アニメ「超次元ゲイム ネプテューヌ」

●【グッズ】Ｂ１デザインポスター
新規描き下ろしのキャラクター集合イラストをあしらった、Ｂ１サイズポスター

初売・イベント限定 ¥2,000 10

●【グッズ】カレンダーデスクマット2014
新規描き下ろしイラストと、2014年のカレンダーをあしらったデザインのＢ３サイズデスクマット

初売・イベント限定 ¥1,500 10

●【グッズ】カスタムステンレスボトル
新規描き下ろし使用／ステンレス製（350ml）／全４柄のデザインカスタム着せ替えシート同梱

初売・イベント限定 ¥2,500 10

●【グッズ】抱き枕カバー　「ブラン＆ホワイトハート」（発売：ブロッコリー）
サイズ：縦1500×横500mm　材質　：ポリエステル（スムース）

初売 ¥9,000 10

●【グッズ】抱き枕カバー　「ベール＆グリーンハート」（発売：ブロッコリー）
サイズ：縦1500×横500mm　材質　：ポリエステル（スムース）

初売 ¥9,000 10
アニメ「ぷちます！」

●【グッズ】赤身Tシャツ　（高槻やよい／男性用Ｌサイズ） 初売・イベント限定 ¥3,000

●【グッズ】ホイルにんにくTシャツ　（高槻やよい／男性用Ｌサイズ） 初売・イベント限定 ¥3,000

●【グッズ】すてきなステーキTシャツ　（高槻やよい／男性用Ｌサイズ） 初売・イベント限定 ¥3,000
アニメ「カードキャプターさくら」

●【グッズ】缶バッジコレクション　（※ボックス単位での販売のみとなります）
トレーディング仕様／全18種。１ボックス６パック入り。※１ＢＯＸで、全種類は揃いません

初売 ¥3,000

●【グッズ】ポスターカレンダー　 (2014年4月～2015年3月）
B2サイズの描きおろしポスターとカレンダー日付けが入ったシートがセットに。

初売 ¥1,500
アニメ「夜桜四重奏〜ハナノウタ〜」

●【CD】DJCD「木曜から夜ザクラ」第壱夜
出演：槍桜ヒメ役／福圓美里、比泉秋名役／梶裕貴、七海アオ役／藤田咲

初売＋イベント特典付 ¥3,000
出演キャスト直筆

ユルキャラ・ステッカー
(ステッカーは印刷になります)

セブンスドラゴン2020＆2020-II

●【グッズ】リバーシブルデザインポスター2020/2021　　　※オモテ・ウラ両面リバーシブルプリント仕様
ゲームの舞台となる西暦2020年、2021年カレンダーデータ入りの特大Ｂ１サイズデザインポスター

初売
イベント＆通販限定 ¥2,500 4 特製入浴剤【都庁の湯】

１個につき、１枚を
外付けでお渡し

●【グッズ】カスタムステンレスボトル
キャップ部分にはムラクモのエンブレム入り／ステンレス製（350ml）／全４柄の着せ替えイラストシート

初売
イベント＆通販限定 ¥2,500 4 特製入浴剤【議事堂の湯】 特典封入済

●【グッズ】ラグランＴシャツセット
　（ユニセックスＭサイズ／ムラクモデザイン、ＪＧＳＤＦデザインの２枚入り）

初売
イベント＆通販限定 ¥5,000 4 特製入浴剤【チョコバーの湯】 特典封入済

ガールフレンド（仮）

●【くじ】ガールフレンド（仮）おみくじ
【全20種（大吉賞～末吉賞)+1種（残り物には福があるで賞）】※お１人様１会計１０回まで

初売＋コミケ特典付 ¥500 10

●【グッズ】オリジナルグッズセット（発売：サイバーエージェント）
内容：クリアファイル4種セット、キャラクターステッカー、ポスター、姫島木乃子バッグ

イベント限定
＋コミケ特典付 ¥5,000

●【グッズ】 望月エレナ抱き枕カバー（発売：サイバーエージェント）
イベント限定

＋コミケ特典付 ¥9,000
CeVIO

●【グッズ】さとうささらTシャツ　（男性用Ｌサイズ） 初売・イベント限定 ¥3,000
アニメ「ひだまりスケッチ」

●【グッズ】タペストリー　　（発売：ムービック）
描き下ろしイラスト使用／キャラクター：ゆの、宮子／サイズ：Ｂ２サイズ

初売・イベント限定 ¥3,000
すーぱーそに子

●【グッズ】イベントセット　（発売：ムービック）
内容：クリアファイル2枚組、イヤーウォーマー、ポータブルスピーカー

初売・イベント限定 ¥3,500
艦隊これくしょん

●【グッズ】ジャンパー　（発売：ムービック）
フリーサイズ／ずらりと並んだ階級章と、背中の「完全勝利」の文字が金色に輝く！

初売 ¥6,500

●【グッズ】島風のカチューシャ　（発売元：ムービック）
ぴょこりと曲がった特徴的な形まで再現した、島風のカチューシャ ¥1,200
シスコイ！

●「シスコイ！！２」オリジナルシチュエーションドラマCD 限定盤　（発売：マリン・エンタテインメント）
出演：伊藤かな恵、阿澄佳奈、茅野愛衣、佐倉綾音

初売
イベント＆通販限定 ¥4,500 ひざ掛け（描きおろし） 特典封入済

合計金額

■おみくじ
■グッズセット
■抱き枕カバー
上記合計5,000円以
上ご購入で『HR確定
キュピチケシリアル
入り、お年玉袋』を外
付けでお渡し
※お一人様、特典は
1点まで

■おみくじ
■グッズセット
■抱き枕カバー
上記合計5,000円以上ご購入で
『HR確定キュピチケシリアル入
り、お年玉袋』をプレゼント！
※お一人様、特典は1点まで

購入希望数


