
ベルサール／UDX

イベント価格 2,700円

ベルサール

イベント価格 3,700円

ベルサール

イベント価格 3,500円

ソードアート・オンライン

大好評だったTVアニメ1st、2ndシーズンに続き、

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナ

ル・スケール-』の版権イラストを網羅したイラスト

ブックが登場！

アスナやキリトを始めとした人気キャラが満載。数々

の名シーンを美麗なイラストとともに振り返ることが

できるファン必見の一冊です！

「ソードアート・オンライン コード・レジスタ」から、ビ

ジュアルブック＆スカウトバトルが登場！　ビジュアル

ブックには、サービス開始から現在までに登場した、美麗

なカードイラストをたっぷり収録！ 　スカウトバトルは、

「ラブレター」などで世界的に知られるカナイセイジ氏が

ゲームデザインを手掛けたカードゲーム。

秋の祭典2017限定購入特典として、ゲーム「スカウトバト

ル」で使用するカードを収納するフルカラーの巾着ポーチ

「アスナVer.」が付いてきます！

※秋の祭典2017限定特典が付属しない商品は後日販売予定です。

『ソードアート・オンライン』の可愛すぎるミニキャ

ラたちがポップな缶バッジに！ かばんやリュックに

つけてみたり、コレクションして机に飾っても楽しい

永久保存版です!!

※限定コンプリートBOXは10種＋会場限定「特製缶バッジ１種」

付きで販売予定です。

※会場限定「特製缶バッジ１種」が付属しないコンプリートBOXは

後日販売予定です。

『ソードアート・オンライン』これは可愛いバッジであっても、普通のバッジではない

トレーディング缶バッジ 秋の祭典2017限定 コンプリートBOX

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』版権イラスト全集

『ソードアート・オンライン コード・レジスタ』ビジュアルブック＆スカウトバトル

 秋の祭典2017限定特典付き

会場限定特典

巾着ポーチ付き！
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UDX UDX

イベント価格 324円 イベント価格 1,620円

UDX UDX

イベント価格 680円 イベント価格 972円

UDX UDX

イベント価格 1,296円 イベント価格 918円

ソードアート・オンライン

『ソードアート・オンライン』これは可愛いバッジであっても、

普通のバッジではないトレーディング缶バッジ（全10種）

電撃文庫アクリルフィギュア

『ソードアート・オンライン』アスナ

『ソードアート・オンライン』 アスナ

めくっちゃダメよ♥クリアファイル

『ソードアート・オンライン』

クリアＩＣカードケース

『ソードアート・オンライン』ブックカバー[6]
『ソードアート・オンライン』

ZEBRA デルガード0.5 シャープペン
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UDX UDX

イベント価格 702円 イベント価格 702円

UDX UDX

イベント価格 702円 イベント価格 702円

UDX

イベント価格 702円

きゃらくりあ『ソードアート・オンライン』

アスナ アクリルキーホルダー

きゃらくりあ『ソードアート・オンライン』

キリト アクリルキーホルダー

きゃらくりあ『ソードアート・オンライン』

シノン アクリルキーホルダー

きゃらくりあ『ソードアート・オンライン』

ユウキ アクリルキーホルダー

きゃらくりあ『ソードアート・オンライン』

リーファ アクリルキーホルダー

ソードアート・オンライン
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UDX UDX

イベント価格 2,700円 イベント価格 2,700円

UDX UDX

イベント価格 1,296円 イベント価格 1,296円

UDX UDX

イベント価格 1,296円 イベント価格 1,296円

『ソードアート・オンライン』

abecクリアファイルセット[3]

『ソードアート・オンライン』

abecクリアファイルセット[4]

ソードアート・オンライン

『ソードアート・オンライン』

マイクロファイバースポーツタオル[9]

『ソードアート・オンライン』

abecクリアファイルセット[2]

『ソードアート・オンライン』

マイクロファイバースポーツタオル[10]

『ソードアート・オンライン』

abecクリアファイルセット[1]
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UDX UDX

イベント価格 4,320円 イベント価格 3,780円

UDX UDX

イベント価格 864円 イベント価格 864円

UDX UDX

イベント価格 864円 イベント価格 864円

『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイ

ル・オンライン』アクリルキーホルダー フカ次郎

『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オン

ライン』アクリルキーホルダー レン＆ピトフーイ

『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイ

ル・オンライン』アクリルキーホルダー レン[1]

『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイ

ル・オンライン』アクリルキーホルダー レン[2]

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・ス

ケール-』手帳型スマートフォンケース キリト＆アスナ

ソードアート・オンライン

『劇場版ソードアート・オンライン -オーディナ

ル・スケール-』モバイルバッテリー

ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン
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UDX UDX

イベント価格 1,296円 イベント価格 3,780円

ベルサール

イベント価格 6,500円

ベルサール

イベント価格 5,500円

天使の３Ｐ！

『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイ

ル・オンライン』手帳型スマートフォンケース[2]

『天使の３Ｐ！』の仲良し女子小学生３人組が可愛い

フルグラフィックＴシャツとなって登場！　着れば小

学生たちと一緒に楽しいお出かけができちゃう♪

「秋の祭典2017」限定の特製缶バッジが付属。

※秋の祭典2017限定缶バッジが付属しない商品は後日販売予定で

す。

『天使の３Ｐ！』なかよし♪ フルグラフィックＴシャツ 秋の祭典2017限定缶バッジ付きセット

『天使の３Ｐ！』＆『ロウきゅーぶ！』のあのキャラ

クターたちがミニ色紙になって登場です！　可愛すぎ

るキャラクターたちを部屋の机や壁に飾って鑑賞し

ちゃおう！　通常BOX全12種。

※限定コンプリートBOXは12種＋会場限定「特製ミニ色紙１種」

付きで販売予定です。

※会場限定「特製ミニ色紙１種」が付属しないコンプリートBOXは

後日販売予定です。 

『天使の３Ｐ！』＆『ロウきゅーぶ！』まったく、小学生は最高だぜ!!トレーディングミニ色紙

秋の祭典2017限定 コンプリートBOX

ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン

『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガン

ゲイル・オンライン』ブックカバー
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UDX UDX

イベント価格 432円 イベント価格 9,720円

UDX UDX

イベント価格 1,620円 イベント価格 680円

UDX UDX

イベント価格 378円 イベント価格 3,780円

天使の３Ｐ！

『天使の３Ｐ！』＆『ロウきゅーぶ！』まったく、小学

生は最高だぜ!!トレーディングミニ色紙（全12種）
『天使の３Ｐ！』児ッポ（ZIPPO） 潤

電撃文庫アクリルフィギュア

『天使の３Ｐ！』五島 潤

『天使の３Ｐ！』 五島 潤

めくっちゃダメよ♥クリアファイル

『天使の３Ｐ！』クリアファイル[7] 『天使の３Ｐ！』手帳型スマートフォンケース[3]
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UDX UDX

イベント価格 1,296円 イベント価格 4,320円

UDX UDX

イベント価格 950円 イベント価格 950円

UDX UDX

イベント価格 950円 イベント価格 864円

『天使の３Ｐ！』ブックカバー[2]

天使の３Ｐ！

『天使の３Ｐ！』

アクリルチャーム付ボールペン 金城そら

『天使の３Ｐ！』天使のスリーピース！

アクリルキーホルダー

『天使の３Ｐ！』モバイルバッテリー

『天使の３Ｐ！』

アクリルチャーム付ボールペン 五島 潤

『天使の３Ｐ！』

アクリルチャーム付ボールペン 紅葉谷希美
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UDX UDX

イベント価格 ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄBOX：2,268円／単品：324円 イベント価格 3,780円

ベルサール

イベント価格 3,500円

UDX UDX

イベント価格 324円 イベント価格 1,620円

博多豚骨ラーメンズ

『魔法科高校の劣等生』この可愛さはオフレコで頼みたいんだけど

トレーディング缶バッジ 秋の祭典2017限定コンプリートBOX

『魔法科高校の劣等生』この可愛さはオフレコで頼みた

いんだけどトレーディング缶バッジ（全10種）

電撃文庫アクリルフィギュア

『魔法科高校の劣等生』司波深雪

『博多豚骨ラーメンズ』トレーディング缶バッジ

（全７種）

『博多豚骨ラーメンズ』

手帳型スマートフォンケース

魔法科高校の劣等生

 『魔法科高校の劣等性』のミニキャラたちがポップ

で可愛いデザインの缶バッジになりました！　お部屋

に飾ったり、トートバッグや帽子につけてお出かけの

お供にぜひどうぞ！

※限定コンプリートBOXは10種＋会場限定「特製缶バッジ１種」

付きで販売予定です。。

※会場限定「特製缶バッジ１種」が付属しないコンプリートBOXは

後日販売予定です。
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UDX

イベント価格 680円

UDX UDX

イベント価格 1,620円 イベント価格 680円

※画像はイメージです。

※商品は予告なく、変更・販売中止となる場合がございます。

※イベント価格は販売予定価格（税込）です。今後の通信販売などでの価格とは異なる場合がございます。

※電撃文庫SHOP ベルサール店（ベルサール秋葉原）でのお支払いは現金のみとさせていただきます。

※電撃文庫SHOP UDX店（秋葉原UDX）では、5,000円以上購入の際にクレジットカードがご利用いただけます。

（ご利用いただけるクレジットカード：VISA、Master、JCB、AMEX、Diners、銀聯）

※イベント限定以外の商品は後日販売する予定です。

※セット商品の一部は、後日一般販売を行う場合がございます。

※商品は数に限りがございます。お並びいただいても、ご購入できない場合がございます。予めご了承ください。

(C)2016 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス刊／SAO MOVIE Project

(C)2014 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊／SAOII Project

(C)BANDAINAMCO Entertainment Inc.

(C)川原 礫 2017　イラスト／abec

(C)2016 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス刊／SAO MOVIE Project　イラスト／abec

(C)時雨沢恵一／川原 礫 2017　イラスト／黒星紅白

(C)2016 蒼山サグ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／リトルウイング

勇者のセガレ

電撃文庫アクリルフィギュア

『勇者のセガレ』ディアナ

『勇者のセガレ』 ディアナ

めくっちゃダメよ♥クリアファイル

魔法科高校の劣等生

『魔法科高校の劣等生』司波深雪

めくっちゃダメよ♥クリアファイル
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(C)蒼山サグ／アスキー・メディアワークス／TEAM RO-KYU-BU!

(C)蒼山サグ 2017　イラスト／てぃんくる

(C)2017 木崎ちあき／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／博多豚骨ラーメンズ

(C)2016 佐島 勤／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス刊／劇場版魔法科高校製作委員会

(C)佐島 勤 2017　イラスト／石田可奈

(C)和ヶ原聡司 2017　イラスト／029
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