
6月5日 水 バンプレスト アイドルマスター シンデレラガールズ EXQフィギュア～安部菜々～
6月5日 水 バンプレスト あんさんぶるスターズ 応援缶バッジ 4th vol.3
6月5日 水 エイコー サンリオ・キティ サンリオキャラクターズ ヒョウ柄低反発まくら
6月5日 水 システム 他 FANS 骨が抜ける!魚ぎょっとぬいぐるみXL
6月6日 木 バンプレスト ワンピース BWFC 造形王頂上決戦2 vol.7　ウソップ
6月6日 木 バンプレスト ドラゴンボール BWFC 造形天下一武道会2 其之七　孫悟空
6月6日 木 バンプレスト ジョジョ ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 Bruno Bucciarati-Arrivederci-
6月6日 木 バンプレスト スターウォーズ DARTH VADER Gallery-歌舞技 KABUGI-
6月6日 木 バンプレスト ハリーポッター Q posket-Harry Potter-Ⅱ
6月6日 木 バンプレスト hide Q posket-hide-vol.4
6月6日 木 バンプレスト 他 旅かえる めちゃでかぬいぐるみ
6月6日 木 バンプレスト ラブライブ EXQフィギュア～松浦 果南～SUMMER ver.
6月6日 木 フリュー BAKUMATSU もちぷちまるっこぬいぐるみ
6月6日 木 フリュー AAA え～パンダ ランチボックス
6月7日 金 セガ ディズニー・PIXAR アリエル　MEJシェルクッション
6月7日 金 セガ ディズニー・PIXAR スティッチ　MEJキングぬいぐるみ
6月7日 金 セガ ディズニー・PIXAR ミッキー＆フレンズ　PMロープトートバッグ
6月7日 金 セガ ポケモン PMフラップリュック
6月7日 金 セガ 名探偵コナン PMビッグボストンバッグ
6月7日 金 セガ エヴァンゲリオン PMフィギュア～カヲル×カシウスの槍～
6月7日 金 セガ ご注文はうさぎですか MEJ寝そべりぬいぐるみ"千夜"
6月7日 金 セガ Vチューバー キズナアイ A.I.Games MEJ寝そべりぬいぐるみ
6月7日 金 システム リラックマ リラックマの夏休み まんぷくぬいぐるみXL
6月7日 金 タイトー チャックスGP もっちゃりまんじゅうクッション【ちょうどいいサイズ】
6月7日 金 タイトー トミカ キッズプレイテント
6月8日 土 セガ ポケモン マルチポーチ
6月8日 土 セガ ソードアート MEJ寝そべりぬいぐるみ“アリス”
6月8日 土 セガ ディズニー・PIXAR 『アラジン』PMダイヤカットクリスタルクロック
6月8日 土 セガ SSSS.GRIDMAN PMバスタオル
6月8日 土 タイトー BANANA FISH ぬいぐるみ
6月8日 土 タイトー ソードアート 光るマウス＆マウスパッド
6月8日 土 フリュー カードキャプターさくら スペシャルフィギュア～友枝中学校・制服～

6月11日 火 バンプレスト ワンピース TREASURE CRUISE WORLD JOURNEY vol.2-SANJI-
6月11日 火 フリュー サンリオ・キティ マイメロディ のんびり寝ころがりBIGぬいぐるみ
6月12日 水 システム 他 いたちーずワンダーランド オコジョ・カワウソぬいぐるみXL
6月12日 水 システム リラックマ ウォータープルーフバッグ
6月12日 水 フリュー 他 ヨッシースタンプ サンキューBIGぬいぐるみ
6月13日 木 バンプレスト ドラゴンボール BWFC 造形天下一武道会2 其之八　トランクス
6月13日 木 バンプレスト MARVEL Q posket MARVEL -IRON MAN-
6月13日 木 バンプレスト ディズニー・PIXAR #Sweetiny Disney Characters -Ariel-
6月13日 木 バンプレスト ハリーポッター Q posket-Hermione Granger-Ⅱ
6月13日 木 バンプレスト ハリーポッター Q posket-Severus Snape-
6月13日 木 バンプレスト 他 タヌキとキツネ ガラスプレートセット～涼しげな昼さがり～
6月13日 木 バンプレスト ポケモン めちゃでかぬいぐるみ～モンスター・スーパー・ハイパー・マスターボール～
6月13日 木 バンプレスト ポケモン でっかいコロっとまんまるぬいぐるみ カラフル～ヤドン・ラブカス・ニンフィア～
6月13日 木 バンプレスト まど☆マギ EXQフィギュア～暁美ほむら 水着ver.～
6月13日 木 バンプレスト ラブライブ EXQフィギュア～小原 鞠莉～SUMMER ver.
6月13日 木 バンプレスト ワンピース Q posket petit Girls Festival
6月14日 金 セガ ご注文はうさぎですか MEJ寝そべりぬいぐるみ“シャロ”
6月14日 金 セガ バンドリ PMフィギュア“今井リサ”School☆Days
6月14日 金 セガ 艦これ PM砲弾型水筒Vol.3
6月14日 金 システム すみっコぐらし ぺんぺんアイス フード付きタオルケープ
6月14日 金 システム 他 戦姫絶唱シンフォギアAXZ ボディバッグ



6月14日 金 システム ご注文はうさぎですか ボディバッグ
6月14日 金 システム Re:ゼロ ボディバッグ
6月14日 金 システム ガールズ&パンツァー ボディバッグ
6月14日 金 タイトー 他 ミッフィー　タオルケット
6月14日 金 フリュー サンリオ・キティ マイメロディ クラウン＆ブラックリボンマスコット
6月14日 金 フリュー サンリオ・キティ ポムポムプリン おやつぬいぐるみ
6月14日 金 フリュー ヒプノシスマイク ひっかけフィギュア－MAD TRIGGER CREW－
6月14日 金 フリュー 他 がくっち コレクションフィギュア－BEST OF the BEST－
6月14日 金 フリュー 他 がくっち ふんわりネコの手クッション
6月14日 金 フリュー ヒプノシスマイク ヒプマイ×サンリオリミックス ぬいぐるみ－SHINJUKU　DIVISION－
6月15日 土 セガ ディズニー・PIXAR チップ　MEJ水着ぬいぐるみ
6月15日 土 セガ ディズニー・PIXAR デール　MEJ水着ぬいぐるみ
6月15日 土 セガ 名探偵コナン & y♡u　KCM“平次&沖矢&安室”
6月15日 土 セガ 他 nicousa Momoru MEJぬいぐるみ
6月15日 土 セガ ガールズ&パンツァー PMバスタオル"BC自由学園"
6月15日 土 タイトー ドラゴンクエスト AM おおきなぬいぐるみ　ミミック&おどるほうせき
6月18日 火 バンプレスト 僕のヒーローアカデミア Grandista-MIDORIYA IZUKU-
6月18日 火 バンプレスト ワンピース BWFC 造形王頂上決戦2 vol.8　サボ
6月18日 火 バンプレスト ソードアート EXQフィギュア～癒しの夏美人 アスナ～
6月18日 火 バンプレスト ドラゴンボール World Collectable Diorama vol.3
6月18日 火 フリュー ヒプノシスマイク ×ラスカル コラボデザインまるっこマスコット－Buster Bros!!!－
6月18日 火 フリュー ヒプノシスマイク ×ラスカル コラボデザインまるっこマスコット－MAD TRIGGER CREW－
6月19日 水 システム すみっコぐらし 南の島ぬいぐるみ
6月20日 木 バンプレスト ドラゴンボール BLOOD OF SAIYANS-SPECIALⅣ-
6月20日 木 バンプレスト MARVEL 超人技画 CAPTAIN AMERICA
6月20日 木 バンプレスト ポケモン ミミッキュマニア！ めちゃでかぬいぐるみ～ミミッキュ～
6月20日 木 バンプレスト ラブライブ EXQフィギュア～黒澤 ダイヤ～SUMMER ver.
6月20日 木 バンプレスト 夏目友人帳 のせこっとぷらす～みつばちニャンコ先生～
6月20日 木 バンプレスト 仮面ライダー ワールドコレクタブルフィギュア～ジオウ＆ゲイツ登場～
6月20日 木 システム リラックマ GO GO! トレイン＆レールセット
6月21日 金 セガ ドラえもん PMウォールポケット
6月21日 金 セガ 名探偵コナン くっつきぬいぐるみ“平次&和葉&沖矢&安室”
6月21日 金 セガ エヴァンゲリオン A.T.FIELD EVANGELION WORK　PMトートバッグ
6月21日 金 セガ ご注文はうさぎですか PMフィギュア“チノ”スクール水着
6月21日 金 セガ ポケモン サン&ムーン PMUSB扇風機
6月21日 金 セガ 艦これ MEJ寝そべりぬいぐるみ"二航戦･蒼龍"
6月21日 金 セガ このすば MEJ寝そべりぬいぐるみ"アクア"
6月21日 金 セガ このすば MEJ寝そべりぬいぐるみ"ダクネス"
6月21日 金 セガ 名探偵コナン パペット風ぬいぐるみVer.1.5
6月21日 金 システム リラックマ 背もたれ付き浮き輪
6月21日 金 システム すみっコぐらし 背もたれ付き浮き輪
6月21日 金 システム Re:ゼロ リストウォッチ
6月21日 金 システム ご注文はうさぎですか ラビットハウス制服マグカップ
6月21日 金 システム 他 自分ツッコミくま ドリンクポット&グラスセット
6月21日 金 システム リラックマ パジャマパーティー 2段収納ボックス
6月21日 金 システム リラックマ パジャマパーティー 洗面セット
6月21日 金 システム すみっコぐらし 2段収納ボックス
6月21日 金 システム すみっコぐらし 洗面セット
6月21日 金 フリュー Vチューバー ミライアカリ ぬーどるストッパーフィギュア
6月22日 土 セガ ディズニー・PIXAR ミッキー&フレンズ　ゆめふわ　PMオーロラクリアバッグ
6月22日 土 タイトー 他 東方Project　描き下ろしTシャツvol.2
6月22日 土 タイトー 初音ミク オリジナルTシャツ
6月22日 土 タイトー 他 ポプテピピック　Tシャツ
6月22日 土 タイトー 他 ULTRAMAN 音声アラームクロック



6月22日 土 タイトー ソードアート メッセンジャーバッグ
6月22日 土 フリュー Fate ぬーどるストッパーフィギュア～フォーリナー／葛飾北斎～
6月25日 火 バンプレスト ワンピース TREASURE CRUISE WORLD JOURNEY vol.2-VINSMOKE REIJU-
6月25日 火 バンプレスト ドラゴンボール 孫悟空FES!!其之十
6月25日 火 バンプレスト ナルト VIBRATION STARS-UZUMAKI NARUTO-
6月25日 火 バンプレスト ディズニー・PIXAR Q posket Disney Characters -Aladdin Prince Style-
6月25日 火 バンプレスト ディズニー・PIXAR Q posket Disney Characters -Jasmine Princess Style-
6月25日 火 バンプレスト 転スラ EXQフィギュア～ミリム・ナーヴァ～
6月25日 火 バンプレスト ポケモン てにのるころりんフレンズ ぬいぐるみ～ライチュウ・ヤドン・カラカラ・カイリュー～
6月25日 火 バンプレスト 僕のヒーローアカデミア WOW!ART3Dアートパネル
6月25日 火 バンプレスト Re:ゼロ ビッグアクリルスタンドvol.３
6月25日 火 フリュー AAA え～パンダ 折りたたみチェア
6月26日 水 フリュー ソードアート SSSフィギュア－リズベット－
6月27日 木 タイトー 艦これ 折りたたみ椅子
6月28日 金 セガ ディズニー・PIXAR ドナルドダック／チップ&デール　PM仲良しフィギュア
6月28日 金 セガ ディズニー・PIXAR CUICUI　Disney Characters　PMDoll－Jasmine－
6月28日 金 セガ スターウォーズ PMBB-8型USB扇風機シルバーVer.
6月28日 金 セガ ポケモン PM水鉄砲リュック
6月28日 金 セガ ドラえもん PM電動シップ&コースセット
6月28日 金 セガ バンドリ 寝そべりぬいぐるみ“Roselia”School☆Days Vol.２
6月28日 金 セガ Fate SPMフィギュア“赤のアーチャー” 
6月28日 金 セガ ディズニー・PIXAR トイ･ストーリー4 エイリアン PM2WAY扇風機
6月28日 金 セガ MARVEL LPMフィギュア #アイアンマン マーク50
6月28日 金 セガ MARVEL LPMフィギュア #サノス
6月28日 金 セガ このすば PMフィギュア"アクア"
6月28日 金 タイトー FF モーグリ音楽隊　ミニソーラーフィギュア　　　
6月28日 金 タイトー マリオ テレサ＆スーパースターぴかぴかバルーン
6月28日 金 タイトー Re:ゼロ プレシャスフィギュア　レム～オリジナルメイド水着ver.～
6月28日 金 タイトー 初音ミク フィギュア 2nd season Summer ver.
6月29日 土 セガ 他 かぐや様は告らせたい MEJ寝そべりぬいぐるみ"四宮かぐや"
6月29日 土 セガ Fate MEJ寝そべりぬいぐるみ""赤のアサシン"
6月29日 土 セガ MARVEL 『スパイダーマン:ファー･フロム･ホーム』PM懐中時計

発売後入荷 バンプレスト ポケモン ほっこりいやされ でっかいカビゴンフェイスクッション
発売後入荷 バンプレスト 他 タヌキとキツネ めちゃでかぬいぐるみキツネ～涼しげな昼さがり～
発売後入荷 セガ ディズニー・PIXAR アリエル　PMタオルドレス
発売後入荷 セガ ソードアート UFOつままれ　アクリルKCMVol.1
発売後入荷 セガ 名探偵コナン KCM“漆黒の特急（ミステリートレイン）”
発売後入荷 セガ ディズニー・PIXAR トイ･ストーリー4 ぬいぐるみVol.1
発売後入荷 セガ ディズニー・PIXAR トイ･ストーリー エイリアン ポーチ付ぬいぐるみ
発売後入荷 セガ 他 nicousa リール付パスポーチVol,1
発売後入荷 セガ Vチューバー キズナアイ 寝そべりプチフィギュア
発売後入荷 システム 他 世にも不思議な猫世界 フェイスポーチ
発売後入荷 システム すみっコぐらし ウォータープルーフバッグ
発売後入荷 システム リラックマ フード付きタオルケープ
発売後入荷 システム すみっコぐらし ほんのりほっぺぬいぐるみXL プレミアム とかげ
発売後入荷 システム リラックマ Rilakkuma Style 3つ折りウォレット
発売後入荷 システム すみっコぐらし 3つ折りウォレット
発売後入荷 システム 他 衛宮さんちの今日のごはん ドリンクポット&グラスセット
発売後入荷 システム リラックマ ハンディ扇風機
発売後入荷 システム すみっコぐらし ハンディ扇風機


