
【グッズ販売コーナー　営業時間】　■2015年6月5日（金）10：00～20：00（予定）　■2015年6月6日（土）10：00～21：00（予定）　■2015年6月7日（日）10：00～21：00（予定）

※販売商品は『予定』となります。変更になる可能性がありますがご了承ください。チケットをお持ちのお客様は開場・開演時間にご注意ください。　※同一商品の購入は3個までとさせていただきます。（パンフレットを除く）

※価格は全て税込金額です。　※一部イベント価格の商品がございます。

No． 数量 販売価格 金額 No． 数量 販売価格 金額

1 ¥2,500 79 ⑦　スパーダ ¥800

2 ¥1,000 80 ⑧　ユーリ ¥800

3 スレイ ¥5,500 81 ⑨　カノンノ ¥800

4 ロゼ ¥5,500 82 ⑩　アスベル ¥800

5 ミクリオ ¥5,500 83 ⑪　パスカル ¥800

6 『テイルズ オブ エクシリア2』 ルドガー ¥5,000 84 ⑫　ジュード ¥800

7 『テイルズ オブ エクシリア』 ジュード ¥5,000 85 ⑬　ミラ ¥800
8 『テイルズ オブ ヴェスペリア』 リタ ¥5,000 86 ⑭　ルドガー ¥800
9 ¥3,800 87 ⑮　スレイ ¥800
10 テイルズ オブ ジ アビス　ブウサギの大きいぬいぐるみ ¥3,500 88 ⑯　ミクリオ ¥800
11 『テイルズ オブ エターニア』 クィッキー ¥1,200 89 ⑰　アリーシャ ¥800
12 『テイルズ オブ ゼスティリア』 ノルミン ¥1,200 90 ⑱　ロゼ ¥800
13 ¥4,500 91 ⑲　エドナ ¥800
14 ①　スレイ＆ロゼ ¥1,800 92 ¥1,800
15 ②　ミクリオ＆アリーシャ＆エドナ ¥1,800 93 ¥1,800
16 ③　ルドガー＆ジュード＆ミラ ¥1,800 94 ¥1,000
17 ④　アスベル＆パスカル ¥1,800 95 ¥800
18 ⑤　ユーリ・ローウェル ¥1,800 96 A ¥700
19 ⑥　ルカ＆スパーダ ¥1,800 97 B ¥700
20 ⑦　ルーク＆ヴァン ¥1,800 98 『テイルズ オブ デスティニー』 リオン・マグナス ¥1,500
21 ⑧　セネル＆ワルター ¥1,800 99 『テイルズ オブ ジ アビス』 ルーク・フォン・ファブレ ¥1,500
22 ⑨　ロイド＆ゼロス ¥1,800 100 『テイルズ オブ ヴェスペリア』 ユーリ・ローウェル ¥1,500
23 ⑩　カノンノ・イアハート ¥1,800 101 『テイルズ オブ グレイセス』 アスベル・ラント ¥1,500
24 Sサイズ ¥3,200 102 『テイルズ オブ エクシリア2』 ジュード・マティス ¥1,500
25 Mサイズ ¥3,200 103 『テイルズ オブ エクシリア2』 ミラ＝マクスウェル ¥1,500
26 Lサイズ ¥3,200 104 『テイルズ オブ エクシリア2』 ルドガー・ウィル・クルスニク ¥1,500
27 Sサイズ ¥3,500 105 『テイルズ オブ ゼスティリア』 ミクリオ ¥1,500
28 Mサイズ ¥3,500 106 リオン ¥1,200
29 Lサイズ ¥3,500 107 ルーク ¥1,200
30 Sサイズ ¥3,500 108 ジュード ¥1,200
31 Mサイズ ¥3,500 109 ルドガー ¥1,200
32 Lサイズ ¥3,500 110 スレイ ¥1,200
33 Sサイズ ¥3,500 111 ミクリオ ¥1,200
34 Mサイズ ¥3,500 112 ¥2,000
35 Lサイズ ¥3,500 113 ¥1,500
36 Sサイズ ¥3,500 114 M ¥600
37 Mサイズ ¥3,500 115 N ¥600
38 Lサイズ ¥3,500 116 ¥1,200
39 Sサイズ ¥3,500 117 ¥1,300
40 Mサイズ ¥3,500 118 白 ¥1,000
41 Lサイズ ¥3,500 119 橙 ¥1,000
42 ¥1,600 120 紺 ¥1,000
43 マスコット ¥1,500 121 赤 ¥1,000
44 ルル ¥1,500 122 ⑧ ¥1,000
45 ¥3,200 123 ⑨ ¥1,000
46 ¥10,600 124 ③　（TOV） ¥3,200
47 『テイルズ オブ デスティニー』 リオン ¥2,000 125 ④　（TOZ） ¥3,200
48 『テイルズ オブ ヴェスペリア』 ユーリ ¥2,000 126 リオン＆ジューダス ¥1,600
49 ①　『テイルズ オブ ファンタジア』 ¥1,200 127 ロイド＆エミル ¥1,600
50 ②　『テイルズ オブ デスティニー』 ¥1,200 128 ゼロス＆クラトス ¥1,600
51 ③　『テイルズ オブ エターニア』 ¥1,200 129 ユーリ＆フレン ¥1,600
52 ④　『テイルズ オブ デスティニー2』 ¥1,200 130 レイヴン＆リタ ¥1,600
53 ⑤　『テイルズ オブ リバース』 ¥1,200 131 アスベル＆ソフィ ¥1,600
54 ⑥　『テイルズ オブ シンフォニア』 ¥1,200 132 ¥1,500
55 ⑦　『テイルズ オブ レジェンディア』 ¥1,200 133 ¥1,500
56 ⑧　『テイルズ オブ ジ アビス』 ¥1,200 134 ¥3,996
57 ⑨　『テイルズ オブ イノセンスR』 ¥1,200 135 ¥1,000
58 ⑩　『テイルズ オブ ハーツR』 ¥1,200 136 ①　ロイド ¥700
59 ⑪　『テイルズ オブ グレイセス エフ』 ¥1,200 137 ②　ゼロス ¥700
60 ⑫　『テイルズ オブ ヴェスペリア』 ¥1,200 138 ③　セネル ¥700
61 ⑬　『テイルズ オブ エクシリア』 ¥1,200 139 ④　ワルター ¥700
62 ⑭　『テイルズ オブ エクシリア2』 ¥1,200 140 ⑤　ルーク ¥700
63 ⑮　『テイルズ オブ ゼスティリア』 ¥1,200 141 ⑥　ヴァン ¥700
64 ¥1,500 142 ⑦　ルカ ¥700
65 『テイルズ オブ ゼスティリア』　スレイ ¥800 143 ⑧　スパーダ ¥700
66 『テイルズ オブ ゼスティリア』　エドナ ¥800 144 ⑨　ユーリ ¥700
67 『テイルズ オブ エクシリア2』　ルドガー ¥800 145 ⑩　カノンノ ¥700
68 『テイルズ オブ グレイセス エフ』　アスベル ¥800 146 ⑪　アスベル ¥700
69 『テイルズ オブ ヴェスペリア』　ユーリ ¥800 147 ⑫　パスカル ¥700
70 『テイルズ オブ ジ アビス』　ルーク ¥800 148 ⑬　ジュード ¥700
71 『テイルズ オブ ジ アビス』　トクナガ ¥1,100 149 ⑭　ミラ ¥700
72 『テイルズ オブ ヴェスペリア』　ラピード ¥1,100 150 ⑮　ルドガー ¥700
73 ①　ロイド ¥800 151 ⑯　スレイ ¥700
74 ②　ゼロス ¥800 152 ⑰　ロゼ ¥700
75 ③　セネル ¥800 153 ⑱　アリーシャ ¥700
76 ④　ルーク ¥800 154 ⑲　ミクリオ ¥700
77 ⑤　ヴァン ¥800 155 ⑳　エドナ ¥700
78 ⑥　ルカ ¥800 156 ¥500

【注意事項・ご案内】

※商品は6月5日（金）、6月6日（土）、6月7日（日）それぞれ3日間の販売分のご用意がございますが、各日の販売数に限りがあり、売り切れ次第終了となりますので、予めご了承ください。

※グッズ販売コーナーの混雑状況により、入場規制をさせて頂く場合がございます。また、時間・内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

デスクマスコット　『テイルズ オブ ヴェスペリア』　ラピード

天然石ブレスレット

テイルズ オブ フェスティバル 2015 公式フード付きバスタオル （テイルズ オブ リンク）
テイルズ オブ ヴェスペリア ラピードのロングトレーナー 

ミニますこっと

公式筆文字Ｔシャツ（ジュード・マティス）

『テイルズ オブ』シリーズ20周年記念　キャンバストート＆クリアコートバッグセット （マスコット）『テイルズ オブ』シリーズ20周年記念　キャンバストート＆クリアコートバッグセット （マスコット）

テイルズ オブ フェスティバル 2015 公式応援セット

『テイルズ オブ』シリーズ　ドット絵ラバーストラップセット(全10種)

テイルズ オブ シンフォニア クリアファイルセット

レースブレスレット

ラバーストラップセット『テイルズ オブ フレンズ』 vol.3
缶バッジコレクション『テイルズ オブ フレンズ』 vol.5

テイルズ オブ フェスティバル 2015 推しメンネームバッジ

テイルズ オブ フェスティバル 2015 推しメンネームバッジ

ブロマイド3枚付きクリアファイル

ボトルカバー

アクリルキーホルダーみにパズルカン

『テイルズ オブ ゼスティリア』 ノルミン　クリーナーぬいぐるみ
『テイルズ オブ ゼスティリア』 ノルミン　顔型パスケースポーチ

合計金額　￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公式Ｔシャツ

公式筆文字Ｔシャツ（リオン・マグナス）

テイルズ オブ フェスティバル 2015　公式チケットケース （招待状風カード付き）

『テイルズ オブ』シリーズ カードケース （ネームカード付き）

スキットスタッキングマグ

リフレクターリストバンド『テイルズ オブ フレンズ』

公式筆文字Ｔシャツ（リタ）

公式筆文字Ｔシャツ（スレイ）

『テイルズ オブ フレンズ』クリアファイル

ＴＯＦ2０１５ イベント物販　注文票

テイルズ オブ フェスティバル 2015　公式パンフレット

テイルズ オブ フェスティバル 2015　公式ポスター

商品名 商品名

公式筆文字Ｔシャツ（ユーリ・ローウェル）

ぬいぐるみストラップ

テイルズ オブ フェスティバルに行ってきました （ティラミスバナナケーキタルト味）
ネコ派遣サブレ（ココア味）

『テイルズ オブ ゼスティリア』 アクセサリー

ビバ☆テイルズ オブ マガジン パートナーアクリルキーホルダー

テイルズ オブ フェスティバル 2015　ポケットポーチ
DJCD「テイルズリング・フェスティバル 2015」（会場購入者特典付）
いのまたむつみ画集　テイルズオブ2004-2015（会場購入者特典付）
トマトクッキー

『テイルズ オブ ゼスティリア』 スレイ・ミクリオ　ボールペン2本セット
『テイルズ オブ ゼスティリア』 天遺見聞録　メモ帳・ペンセット 

テイルズ オブ フェスティバル2015　HP＆TP回復グミ

『ビバ☆テイルズ オブ マガジン』特製クリアファイルセット

ビバ☆テイルズ オブ マガジン特製タペストリー


