
株式会社エンスカイ

株式会社バンダイ

株式会社バンダイナムコアミューズメント

株式会社Jダイニング 株式会社ソル・インターナショナル 株式会社ムービック

株式会社壽屋

バンダイナムコエンターテインメント
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公式パンフレット

イベント公式グッズ

会場限定グッズ

先行販売グッズ

¥3,500(税込)

公式オリジナル
マルチカラーライト

¥3,000(税込)

公式Tシャツ（総柄）
Sサイズ

¥3,300(税込)

公式Tシャツ（総柄）
Mサイズ

¥3,300(税込)

公式Tシャツ（総柄）
Lサイズ

¥3,300(税込)

公式ビッグTシャツ
（マザーシップタイトルカラーペイント）

¥3,300(税込)

公式メモリアルキーホルダー

¥1,700(税込)

公式フルカラータオル

¥2,800(税込)

公式デニムトートバッグ

¥3, 500(税込)

公式クリアカバーバッグ

¥1,500(税込)

公式チケットケース

¥1,300(税込)

公式サマーブルゾン
（キャラクター着用アナザーカラー）

 Sサイズ

¥5,500(税込) ¥5,500(税込) ¥5,500(税込)

公式サマーブルゾン
（キャラクター着用アナザーカラー） 

Mサイズ

公式サマーブルゾン
（キャラクター着用アナザーカラー） 

Lサイズ

テイルズ オブ ヴェスペリア
うしにんミルクキャンディ

ブロマイドコレクション2019
（単品/1パック2枚入り）

ブロマイドコレクション2019
（BOX）

トレーディングアイコンバッジ
メモリーズコレクション vol.1(BOX)

トレーディングアイコンバッジ
メモリーズコレクション vol.1(単品)

トレーディングアイコンバッジ
メモリーズコレクション vol.2（BOX）

トレーディングアイコンバッジ
メモリーズコレクション vol.2（単品）

テイルズ オブ メタモルトワレ
ルーク＆アッシュ

テイルズ オブ メタモルトワレ
アスベル＆リチャード

テイルズ オブ メタモルトワレ
ルドガー＆ヴィクトル

トレーディング缶バッジ
-スペシャルコレクション-
2個ランダムセット

トレーディング缶バッジ
-スペシャルコレクション-
コンプリートセット

エルのために作った
シュガーサブレ

ウエストポーチ マフラータオル ハーフビッグタオル
ヴェイグ

ハーフビッグタオル
ルーク

ハーフビッグタオル
アスベル

ハーフビッグタオル
ユーリ

ガルド風アクセサリー

つながるアクリルチャーム
Aセット

つながるアクリルチャーム
Bセット

つながるアクリルチャーム
Cセット

アクリルスタンド
ロイド・ユーリ

アクリルスタンド
ヴェイグ・アスベル

アクリルスタンド
ルーク・スレイ

アクリルスタンド
ルドガー・ベルベット

★お一人様12個まで　
★トレーディング　

★お一人様12個まで　
★トレーディング　

★お一人様12個まで　
★トレーディング　

★お一人様12個まで　
★トレーディング　

★お一人様21個まで　
★トレーディング　

★お一人様6個まで　
★トレーディング　

★お一人様14個まで　
★トレーディング　

★お一人様21個まで　
★トレーディング　

コンパクトミラー （グミ柄）

¥1,500(税込)

公式トレーディング
アクリルチャームA

全12種　¥600(税込)

公式トレーディング
アクリルチャームB

全12種　¥600(税込)

公式トレーディング
缶バッジA 

全12種　¥400(税込)

公式トレーディング
缶バッジB

全12種　¥400(税込)

公式スマホショルダーポーチ シェルポーチ（グミ柄）

¥2,800(税込) ¥2,500(税込)

特典全4種　¥1,300(税込) 全28種　¥400(税込) 全28種　¥5,600(税込) 全21種　¥6,300(税込)全21種　¥300(税込) 全21種　¥300(税込)

¥6,000(税込) ¥6,000(税込) ¥6,000(税込) 全12種　¥700(税込) 全12種　¥4,200(税込) ¥1,400(税込)

全21種　¥6,300(税込)

¥4,500(税込) ¥1,500(税込) ¥3,500(税込) ¥3,500(税込) ¥3,500(税込) ¥3,500(税込) ¥3,500(税込)

¥3, 500(税込) ¥3,500(税込) ¥3,500(税込) ¥1,200(税込) ¥1,200(税込) ¥1,200(税込) ¥1,200(税込)

★BOX購入特典ロイド&ゼロス ★BOX購入特典ゼロス&ジェイド★特典缶バッジはトレーディング

会場販売グッズリスト



株式会社バンダイナムコアーツ

株式会社ソル・インターナショナル

KADOKAWA　アスキー・メディアワークス

株式会社壽屋株式会社エンスカイ

KADOKAWA　エンターブレイン

株式会社ムービック株式会社トップ・イン

株式会社Jダイニング

株式会社バンダイナムコアーツバンダイナムコエンターテインメント
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先行販売グッズ

その他

テイルズ オブ ヴェスペリア
コスチュームチャーム（BOX）

¥7,200(税込)¥7,200(税込)

テイルズ オブ グレイセスｆ
コスチュームチャーム（BOX）

テイルズ オブ リバース 
コスチュームチャーム（BOX）

¥5,600(税込)

リボンスカーフ
（SDキャラver.）

¥1,300(税込)

リボンスカーフ
（デザインver.）

¥1,300(税込)

マスキングテープセット

¥800(税込)

ビジュアルカラースタンドBIG
スレイ

¥1,000(税込)

ビジュアルカラースタンドBIG
ミクリオ

¥1,000(税込)

パールアクリルセットA.
ユーリ＆パティ

¥1,500(税込)

パールアクリルセットB.
ルドガー＆エル

¥1,500(税込)

缶バッジセット
-TOF2019Ver.-

¥1,400(税込)

トレーディング
アクリルキーホルダー vol.10

コンプリートBOX

¥3,700(税込)

トレーディング
アクリルキーホルダー vol.11

コンプリートBOX

トレーディング
アクリルキーホルダー vol.12

コンプリートBOX

¥3,700(税込) ¥3,700(税込)

きゃらくりあ
アクリルキーホルダー A

¥2,100(税込)

きゃらくりあ
アクリルキーホルダー B

¥2,100(税込)

デスクインテリアプレート
(TOB)

¥1,900(税込)

デスクインテリアプレート
(TOZ)

¥1,900(税込)

キャラポスコレクション
（単品/1セット2枚入り）

全16種　¥500(税込)

キャラポスコレクション
（BOX）

全16種　¥4,000(税込)

トレーディングアクリルスタンド
テイルズ オブ フレンズ（BOX）

全10種　¥7,000(税込)

トレーディングアクリルスタンド 
テイルズ オブ フレンズ（単品）

全10種　¥700(税込)

推しメンネームバッジ
コンプリートパック Vol.1

¥4,000(税込)

推しメンネームバッジ
コンプリートパック Vol.2

推しメンネームバッジ
コンプリートパック Vol.3

推しメンネームバッジ
コンプリートパック Vol.4

推しメンネームバッジ
コンプリートパック Vol.5

¥2,400(税込) ¥3,200(税込) ¥3,200(税込) ¥4,000(税込)

缶バッジ コレクション Vol.1
(単品)

全10種　¥300(税込)

缶バッジ コレクション Vol.1
(BOX)

全10種　¥3,000(税込)

全11種　¥300(税込) 全11種　¥3,300(税込)

ステッカーセット

¥1,200(税込)

クリアファイル

¥400(税込)

モチーフバンドコレクション

全8種　¥800(税込)

メタルチャームコレクション

全8種　¥700(税込)

HP&TP 回復グミ
イエロー

特典全7種　¥1,000(税込) 特典全7種　¥1,000(税込) 特典全7種　¥1,000(税込)

Tales of Vesperia
10th Anniversary Party

Blu-ray  ¥7,300(税込)

テイルズ オブ ザ ステージ 
-ローレライの力を継ぐ者-

Blu-ray  ¥14,900(税込)

HP&TP 回復グミ
グリーン

HP&TP 回復グミ
ピンク

缶バッジ コレクション Vol.2
(単品)

缶バッジ コレクション Vol.2
(BOX)

★お一人様10個まで　
★トレーディング　

★お一人様8個まで　
★トレーディング　

★お一人様8個まで　
★トレーディング　

★お一人様11個まで　
★トレーディング　

★お一人様8個まで　
★トレーディング　

★特典缶バッジはトレーディング ★特典缶バッジはトレーディング ★特典缶バッジはトレーディング

★お一人様10個まで　
★トレーディング　

マーボーカレー
TOF2019Ver.

特典全5種　¥700(税込)

★特典クリアファイルはトレーディング　

★BOX購入特典リオン ★BOX購入特典ルークwithミュウ

※推しメンネームバッジコンプリートパックVol.1～Vol.5は会場のみの販売方法となります ※後日予定している一般販売では単品で購入可能です

※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)また、トレーディング仕様の商品は、上限数を商品ごとに決めさせていただいております。詳細は上記商品リストに記載の注意書きをご確認ください。 
※公開されている商品は、予告なく変更する場合もございます。
※開場後のグッズ販売コーナーは大変混雑いたしますので、開場前または、6月14日(金)にお買い求めいただく事をおすすめいたします。
※商品は6月14日(金)、6月15日(土)、6月16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、売切れ次第終了となります。
※グッズ販売コーナーの混雑状況により、入場制限をさせていただく場合がございます。
※お支払いは現金またはクレジットカードにて承ります。クレジットカードでのお支払いはVISA，MasterCardのみ、一括払いに限らせていただきます。予めご了承ください。
　プリペイドカードはご利用いただけませんので予めご了承ください。但し、クレジット機能が付いていればクレジットカードとしてご利用いただけます。また、小銭のご用意をお願い致します。領収書の発行はできません。
※近隣への迷惑になるため、徹夜・早朝からのご来場はご遠慮ください。
※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。
※一部イベント価格の商品がございます。
※売り場を離れてからの返品・交換・返金対応はいたしかねます。
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

イベントを安全・円滑に進めるために、お客様のご協力をよろしくお願い致します。


