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※こちらのリストは当サイトで販売予定のグッズ一覧になります。

※商品の発売・仕様につきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

No メーカー イベント価格(税込) 購入申込上限数

1 KONAMI ¥2,500 6
※★印のついている商品はランダム商品となります。絵柄を選ぶことはできません。

No メーカー イベント価格(税込) 購入申込上限数

1 集英社 ¥3,850 5
2 集英社 ¥3,850 5
3 集英社 ¥3,850 5
4 集英社 ¥3,850 5
5 集英社 ¥3,850 5
6 集英社 ¥3,850 5
7 集英社 ¥880 5
8 集英社 ¥880 5
9 集英社 ¥880 5
10 集英社 ¥2,750 5
11 集英社 ¥2,750 5
12 集英社 ¥2,750 5
13 集英社 ¥2,750 5
14 集英社 ¥2,750 5
15 集英社 ¥2,750 5
16 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
17 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
18 アニメイト（ムービック） ¥800 5
19 アニメイト（ムービック） ¥1,000 5
20 アニメイト（ムービック） ¥510 10
21 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
22 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
23 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
24 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
25 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
26 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
27 アニメイト（ムービック） ¥1,000 5
28 アニメイト（ムービック） ¥510 10
29 アニメイト（ムービック） ¥800 5

①遊戯王オフィシャルカードゲームデュエルモンスターズ　プレミアムパック2021

②ジャンプフェスタ2021限定グッズ
2021年1月中旬～下旬発送予定

ジャンプフェスタ2021 ONLINE　オリジナルグッズ販売ECサイト 販売グッズ一覧

商品名
遊戯王オフィシャルカードゲームデュエルモンスターズ　プレミアムパック2021 1ボックス(15パック入り)★

商品名

『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』コレクション缶バッジ　＜ルフィ＆ロー／ロジャー＆おでん　ＪＦ２０２１限定Ｖｅｒ．＞　　

『僕のヒーローアカデミア』コレクション缶バッジ　＜デク＆爆豪／オールマイト＆エンデヴァー　ＪＦ２０２１限定Ｖｅｒ．＞　　

『呪術廻戦』コレクション缶バッジ　＜虎杖＆伏黒／五条＆夏油　ＪＦ２０２１限定Ｖｅｒ．＞　　

ＪＦ２０２１限定　『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』Ｔシャツ　Ｍサイズ　　

発送日は受注数によって異なります。
１次発送分→12月末発送予定
２次発送分→2月～3月頃発送予定
※発送時期は、申し込み順ではございません。(お届け日の詳細については12/22頃お伝え予定)

ＪＦ２０２１限定　『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』Ｔシャツ　Ｌサイズ　　
ＪＦ２０２１限定　『僕のヒーローアカデミア』Ｔシャツ　Ｍサイズ　　

ＪＦ２０２１限定　『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』デザインアートボード　　
ＪＦ２０２１限定　『僕のヒーローアカデミア』デザインアートボード　　
ＪＦ２０２１限定　『Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ』デザインアートボード　　
ＪＦ２０２１限定　『呪術廻戦』デザインアートボード　　
ＪＦ２０２１限定　『Ｄ．Ｇｒａｙ－ｍａｎ』デザインアートボード　　
ＪＦ２０２１限定　【ＪＡＳ】『鬼滅の刃』デザインアートボード　　

ＪＦ２０２１限定　『僕のヒーローアカデミア』Ｔシャツ　Ｌサイズ　　
ＪＦ２０２１限定　『呪術廻戦』Ｔシャツ　Ｍサイズ　　
ＪＦ２０２１限定　『呪術廻戦』Ｔシャツ　Ｌサイズ　　
僕のヒーローアカデミア パスケース　緑谷
僕のヒーローアカデミア パスケース　爆豪
僕のヒーローアカデミア ヒーローの食べ歩きスイーツ　チョコチップスコーン(おまけシール6種うちランダム1枚付き) ★

僕のヒーローアカデミア ポストカードセット(4枚1セット)
僕のヒーローアカデミア キャラバッジコレクション (全6種 ランダム) ★
僕のヒーローアカデミア アクリルスタンド　緑谷

ハイキュー!! TO THE TOP キャラバッジコレクション(全8種 ランダム) ★
黒子のバスケ チョコチップスコーン (おまけシール8種うちランダム1枚付き) ★

僕のヒーローアカデミア アクリルスタンド　爆豪
僕のヒーローアカデミア アクリルスタンド　麗日
僕のヒーローアカデミア アクリルスタンド　蛙吹
僕のヒーローアカデミア アクリルスタンド　上鳴
僕のヒーローアカデミア アクリルスタンド　芦戸
ハイキュー!! TO THE TOP ポストカードセット(4枚1セット)
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No メーカー イベント価格(税込) 購入申込上限数

30 アニメイト（ムービック） ¥1,000 5
31 アニメイト（ムービック） ¥510 10
32 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
33 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
34 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
35 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
36 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
37 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
38 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
39 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
40 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
41 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
42 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
43 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
44 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
45 アニメイト（ムービック） ¥800 5
46 アニメイト（ムービック） ¥1,000 5
47 アニメイト（ムービック） ¥510 10
48 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
49 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
50 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
51 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
52 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
53 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
54 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
55 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
56 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
57 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
58 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
59 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
60 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
61 アニメイト（ムービック） ¥800 5
62 アニメイト（ムービック） ¥1,000 5
63 アニメイト（ムービック） ¥510 10
64 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
65 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
66 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
67 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
68 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
69 アニメイト（ムービック） ¥800 5
70 アニメイト（ムービック） ¥1,000 5
71 アニメイト（ムービック） ¥2,000 5
72 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
73 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
74 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5
75 アニメイト（ムービック） ¥1,500 5

商品名
黒子のバスケ ポストカードセット(4枚1セット)
黒子のバスケ キャラバッジコレクション (全8種 ランダム) ★
黒子のバスケ アクリルスタンド 黒子
黒子のバスケ アクリルスタンド 火神

新テニスの王子様 パスケース　越前 リョーマ
新テニスの王子様 パスケース　手塚 国光
新テニスの王子様 パスケース　跡部 景吾
新テニスの王子様 パスケース　幸村 精市
新テニスの王子様 パスケース　白石 蔵ノ介
新テニスの王子様 チョコチップスコーン(おまけシール9種うちランダム1枚付き) ★

黒子のバスケ アクリルスタンド 黄瀬
黒子のバスケ アクリルスタンド 緑間
黒子のバスケ アクリルスタンド 高尾
黒子のバスケ アクリルスタンド 青峰
黒子のバスケ アクリルスタンド 紫原
黒子のバスケ アクリルスタンド 赤司

新テニスの王子様 アクリルスタンド／忍足 侑士
新テニスの王子様 アクリルスタンド／宍戸 亮
新テニスの王子様 アクリルスタンド／幸村 精市
新テニスの王子様 アクリルスタンド／仁王 雅治
新テニスの王子様 アクリルスタンド／丸井 ブン太
銀魂 THE FINAL パスケース　銀時

新テニスの王子様 ポストカードセット(4枚1セット)
新テニスの王子様 キャラバッジコレクション(全9種 ランダム) ★
新テニスの王子様 アクリルスタンド／越前 リョーマ
新テニスの王子様 アクリルスタンド／手塚 国光
新テニスの王子様 アクリルスタンド／不二 周助
新テニスの王子様 アクリルスタンド／跡部 景吾

銀魂 THE FINAL アクリルスタンド ／銀時
銀魂 THE FINAL アクリルスタンド ／土方
銀魂 THE FINAL アクリルスタンド ／沖田
銀魂 THE FINAL アクリルスタンド ／高杉
約束のネバーランド パスケース　エマ
約束のネバーランド チョコチップスコーン（おまけシール4種うちランダム1枚付き） ★

銀魂 THE FINAL パスケース　土方
銀魂 THE FINAL パスケース　沖田
銀魂 THE FINAL パスケース　高杉
銀魂 THE FINAL チョコチップスコーン（おまけシール4種うちランダム1枚付き） ★

銀魂 THE FINAL ポストカードセット(4枚1セット)
銀魂 THE FINAL キャラバッジコレクション (全8種 ランダム) ★

約束のネバーランド ポストカードセット(4枚1セット)
約束のネバーランド 缶バッジセット(4個1セット)
約束のネバーランド アクリルスタンド エマ
約束のネバーランド アクリルスタンド ノーマン
約束のネバーランド アクリルスタンド レイ
約束のネバーランド アクリルスタンド イザベラ
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No メーカー イベント価格(税込) 購入申込上限数

76 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
77 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
78 アニメイト（ムービック） ¥800 5
79 アニメイト（ムービック） ¥510 10
※★印のついている商品はランダム商品となります。絵柄を選ぶことはできません。

※【JAS】とは…ジャンプが誇る人気作品「ジャンプオールスターズ」のグッズです。

No メーカー イベント価格(税込) 購入申込上限数

1 集英社 ¥440 5
2 集英社 ¥440 5
3 集英社 ¥440 5
4 集英社 ¥440 5
5 集英社 ¥440 5
6 集英社 ¥440 5
7 集英社 ¥440 5
8 集英社 ¥440 5
9 集英社 ¥440 5

10 集英社 ¥440 5
11 集英社 ¥440 5
12 集英社 ¥440 5
13 集英社 ¥440 5
14 集英社 ¥440 5
15 集英社 ¥440 5
16 集英社 ¥550 5
17 集英社 ¥550 5
18 集英社 ¥550 5
19 集英社 ¥550 5
20 集英社 ¥330 10
21 集英社 ¥330 10
22 集英社 ¥440 5
23 集英社 ¥440 5
24 集英社 ¥440 5
25 集英社 ¥440 5
26 集英社 ¥440 5
27 集英社 ¥440 5
28 集英社 ¥440 5
29 集英社 ¥660 5
30 集英社 ¥660 5
31 集英社 ¥660 5
32 集英社 ¥880 10
33 集英社 ¥880 10
34 集英社 ¥660 10
35 集英社 ¥1,100 5
36 集英社 ¥1,100 5

③ジャンプフェスタ2021先行グッズ
2021年1月下旬発送予定

商品名
呪術廻戦 パスケース　虎杖
呪術廻戦 パスケース　伏黒
呪術廻戦 チョコチップスコーン(おまけシール8種うちランダム1枚付き) ★
呪術廻戦 キャラバッジコレクション (全8種 ランダム) ★

商品名
『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』クリアファイル　

『青の祓魔師』クリアファイル　　
『ワールドトリガー』クリアファイル　　
『ＢＯＲＵＴＯ－ボルト－　－ＮＡＲＵＴＯ　ＮＥＸＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ－』クリアファイル　　

『キングダム』クリアファイル　　
『ゴールデンカムイ』クリアファイル　　
【ＪＡＳ】『ＤＲＡＧＯＮ　ＢＡＬＬ』クリアファイル　　

『僕のヒーローアカデミア』クリアファイル　　
『ブラッククローバー』クリアファイル　　
『呪術廻戦』クリアファイル　　
『アンデッドアンラック』クリアファイル　　
『マッシュル－ＭＡＳＨＬＥ－』クリアファイル　　
『あやかしトライアングル』クリアファイル　　

『呪術廻戦』ＪＣ柄クリアファイルコレクション　第１弾　（全１０種） ★　
【ＪＡＳ】『ハイキュー！！』ＪＣ柄クリアファイルコレクション　第４弾　（全１０種） ★

『チェンソーマン』チケットファイル　　
『ワールドトリガー』チケットファイル　　
【ＪＡＳ】『ハイキュー！！』チケットファイル　　
『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』下敷き　　

【ＪＡＳ】『ＢＬＥＡＣＨ』クリアファイル　　
【ＪＡＳ】『ハイキュー！！』クリアファイル　　
『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』チェンジングクリアファイル　　
『ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ』チェンジングクリアファイル　　
『ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ』チェンジングクリアファイル　　
【ＪＡＳ】『ジョジョの奇妙な冒険　Ｐａｒｔ５　黄金の風』チェンジングクリアファイル　　

『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』イラストポスターコレクション　（全８種） ★
『ワールドトリガー』イラストポスターコレクション　（全８種） ★
【ＪＡＳ】『鬼滅の刃』キャラポスコレクション　（全８種） ★
『僕のヒーローアカデミア』飾れるポストカード８枚セット　　
『ゴールデンカムイ』飾れるポストカード８枚セット　　

『僕のヒーローアカデミア』下敷き　　
【ＪＡＳ】『ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－』下敷き　　
【ＪＡＳ】『鬼滅の刃』下敷き　　
『呪術廻戦』Ｂ２ポスター　　
『チェンソーマン』Ｂ２ポスター　　
『青の祓魔師』Ｂ２ポスター　　
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No メーカー イベント価格(税込) 購入申込上限数

37 集英社 ¥440 5
38 集英社 ¥550 5
39 集英社 ¥2,640 5
40 集英社 ¥440 10
41 集英社 ¥440 10
42 集英社 ¥990 5
43 集英社 ¥990 5
44 集英社 ¥990 5
45 集英社 ¥550 5
46 集英社 ¥550 5
47 集英社 ¥550 5
48 集英社 ¥2,200 5
49 集英社 ¥2,200 5
50 集英社 ¥990 5
51 集英社 ¥990 5
52 集英社 ¥550 5
53 集英社 ¥550 5
54 集英社 ¥770 5
55 集英社 ¥770 5
56 集英社 ¥770 5
57 集英社 ¥1,760 5
58 集英社 ¥1,760 5
59 集英社 ¥1,980 5
60 集英社 ¥880 10
61 集英社 ¥880 10
62 集英社 ¥1,320 10
63 集英社 ¥990 5
64 集英社 ¥990 5
65 集英社 ¥2,860 5
66 集英社 ¥2,860 5
67 集英社 ¥2,860 5
68 集英社 ¥2,860 5
69 集英社 ¥3,300 5
70 集英社 ¥440 10
71 集英社 ¥440 10
72 集英社 ¥440 10
73 集英社 ¥330 10
74 集英社 ¥550 10
75 集英社 ¥440 5
76 集英社 ¥440 5
77 集英社 ¥440 5
78 集英社 ¥440 5
79 集英社 ¥440 5
80 集英社 ¥1,100 10
81 集英社 ¥440 10
82 集英社 ¥990 10

商品名
『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』ポストカード３枚セット　えんぴつブラック　（ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ｍａｇａｚｉｎｅ　ｖｏｌ．７～９）　　

『ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ』コミックス型ふせんセット　　
『僕のヒーローアカデミア』バラエティシールセット　　
『呪術廻戦』バラエティシールセット　　
『新テニスの王子様』バラエティシールセット　　
『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』両面ジグソーパズル（３００ピース）　　
『呪術廻戦』両面ジグソーパズル（３００ピース）　　

『怪物事変』ポストカード３枚セット（ブリリアントパレット）　　
『ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ』スパイセット　（ノート、ボールペンのセット）　　　
「週刊少年ジャンプ」オールスターブロマイド　（全２３種／ランダム２枚セット） ★

「ジャンプＳＱ．」オールスターブロマイド　（全２３種／ランダム２枚セット） ★

『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』コミックス型ふせんセット　　
『チェンソーマン』コミックス型ふせんセット　　

『憂国のモリアーティ』合皮しおり　　
『僕のヒーローアカデミア』トランプ（ＢＯＸ付き）　　
【ＪＡＳ】『鬼滅の刃』トランプ（ＢＯＸ付き）　　
『遊☆戯☆王』プレイマット　　
『呪術廻戦』フルカラーポーチコレクション　（全１２種） ★
『ＢＬＥＡＣＨ』＆『ＢＵＲＮ　ＴＨＥ　ＷＩＴＣＨ』フルカラーポーチコレクション　（全１２種） ★

『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』ボールペン４本セット　　
『Ｄ．Ｇｒａｙ－ｍａｎ』ボールペン４本セット　　
『僕のヒーローアカデミア』シャープペン　　
『遊☆戯☆王』シャープペン　　
『ブラッククローバー』合皮しおり　　
『Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ』合皮しおり　　

【ＪＡＳ】『ハイキュー！！』ライバルセット　日向翔陽（ＢＪ）＆影山飛雄（ＡＤ）　　

【ＪＡＳ】『鬼滅の刃』絆セット　竈門炭治郎＆我妻善逸＆嘴平伊之助　　
『僕のヒーローアカデミア』コレクション缶バッジ　第６弾（全１６種） ★
『呪術廻戦』コレクション缶バッジ　第２弾（全１６種） ★
【ＪＡＳ】『家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！』コレクション缶バッジ（全２２種） ★

【ＪＡＳ】『黒子のバスケ』コレクション缶バッジ　プチ　（全１７種） ★

「週刊少年ジャンプ」ミニポーチコレクション　（全５種） ★
『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』ジャンプコミックス収納ポーチ　　
『僕のヒーローアカデミア』ジャンプコミックス収納ポーチ　　
『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』コンビセット　ルフィ太郎＆ゾロ十郎　　
『僕のヒーローアカデミア』コンビセット　エンデヴァー＆ホークス　　
『呪術廻戦』コンビセット　虎杖悠仁＆伏黒恵　　

ジャンプ缶　（全１５種ランダム／ＷＪ６作品、缶＆プチタオル＆缶バッジの３点セット） ★

「週刊少年ジャンプ」名刺カードコレクション　第２弾　（全５２種／ランダム３枚セット） ★　　

『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』miniスノードームコレクション　（全１２種） ★

【ＪＡＳ】『鬼滅の刃』絵札缶バッジ　第２弾（全１５種） ★
『仄見える少年』缶バッジ　　
『高校生家族』缶バッジ　　
『ぼくらの血盟』缶バッジ　　
『ＢＵＩＬＤ　ＫＩＮＧ』缶バッジ
『ＳＡＫＡＭＯＴＯ　ＤＡＹＳ』缶バッジ　
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No メーカー イベント価格(税込) 購入申込上限数

83 集英社 ¥990 10
84 集英社 ¥440 10
85 集英社 ¥550 10
86 集英社 ¥550 10
87 集英社 ¥880 10
88 集英社 ¥880 10
89 集英社 ¥880 10
90 集英社 ¥880 10
91 集英社 ¥440 5
92 集英社 ¥440 5
93 集英社 ¥440 5
94 集英社 ¥440 5
95 集英社 ¥440 5
96 集英社 ¥440 5
97 集英社 ¥440 5
98 集英社 ¥770 10
99 集英社 ¥990 10

100 集英社 ¥440 10
101 集英社 ¥880 10
102 集英社 ¥660 10
103 集英社 ¥5,940 5
104 集英社 ¥660 10
105 集英社 ¥5,940 5
106 集英社 ¥2,640 5
107 集英社 ¥2,200 5
108 集英社 ¥990 5
109 集英社 ¥990 5
110 集英社 ¥990 5
111 集英社 ¥990 5
112 集英社 ¥990 5
113 集英社 ¥990 5
114 集英社 ¥990 5
115 集英社 ¥1,980 5
116 集英社 ¥880 5
117 集英社 ¥880 5
118 集英社 ¥880 5
119 集英社 ¥1,430 5
120 集英社 ¥1,430 5
121 集英社 ¥990 5
122 集英社 ¥990 5
123 集英社 ¥990 5
124 集英社 ¥990 5
125 集英社 ¥990 5
126 集英社 ¥1,500 10
127 集英社 ¥880 10
128 集英社 ¥1,500 10

商品名
『青の祓魔師』miniスノードームコレクション　（全１２種） ★
『ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ』アクリルｍｉｎｉフィギュア　第２弾（全２１種） ★

『Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ』アクリルキャラコレクション　（全１７種） ★

『夜桜さんちの大作戦』アクリルｍｉｎｉスタンド　　
『ＡＧＲＡＶＩＴＹ　ＢＯＹＳ』アクリルｍｉｎｉスタンド　　
『森林守護者モリキング』アクリルｍｉｎｉスタンド　　
『破壊神マグちゃん』アクリルｍｉｎｉスタンド　　
『灼熱のニライカナイ』アクリルｍｉｎｉスタンド　
『僕とロボコ』アクリルｍｉｎｉスタンド　　

『チェンソーマン』アクリルキャラコレクション　（全１６種） ★
「週刊少年ジャンプ」アクリルフィギュアコレクション　冬Ｖｅｒ．（全１２種） ★　

『呪術廻戦』アクリルフィギュアコレクション（全１２種） ★
『遊☆戯☆王』アクリルフィギュアコレクション（全１２種） ★
『ゴールデンカムイ』アクリルフィギュアコレクション　（全１２種） ★
『ぼくたちは勉強ができない』アクリルｍｉｎｉスタンド　　

【ＪＡＳ】『鬼滅の刃』コースター　（全４５種／ランダム５枚入り）★
【ＪＡＳ】『鬼滅の刃』コースター　ＢＯＸ（全４５種＋ＢＯＸ特典３種入り）
『呪術廻戦』両面宿儺の指ペンケース　　
『チェンソーマン』ぶるぶるポチタマスコット　　
『呪術廻戦』のるキャラマスコット®　伏黒恵　　
『呪術廻戦』のるキャラマスコット®　釘崎野薔薇　　

『Ｄ．Ｇｒａｙ－ｍａｎ』アクリルバッジコレクション　（全１０種） ★
『ワールドトリガー』３Ｄアクリルキーホルダーコレクション　（全１６種） ★
【ＪＡＳ】『ハイキュー！！』フェイスチャームコレクション　（全１４種） ★
【ＪＡＳ】『銀魂』絵馬コレクション（全１０種） ★
『僕のヒーローアカデミア』コースター　（全４５種／ランダム５枚入り） ★
『僕のヒーローアカデミア』コースター　ＢＯＸ　（全４５種＋ＢＯＸ特典３種入り）

『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』リバーシブルマルチクロス　　
『地獄楽』リバーシブルマルチクロス　　
【ＪＡＳ】『約束のネバーランド』リバーシブルマルチクロス　　
『僕のヒーローアカデミア』ポジティブタオル　緑谷出久　　
『呪術廻戦』ポジティブタオル　虎杖悠仁　　
『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』マスクケース　　

『呪術廻戦』のるキャラマスコット®　狗巻棘　　
『呪術廻戦』のるキャラマスコット®　七海建人　　
【ＪＡＳ】『ハイキュー！！』のるキャラマスコット®　日向翔陽（ＢＪ）　　
【ＪＡＳ】『ハイキュー！！』のるキャラマスコット®　影山飛雄（ＡＤ）　　
【ＪＡＳ】『ハイキュー！！』のるキャラマスコット®　及川徹（ＳＵＭＥＳＨＩ　Ｔシャツ）　　

『呪術廻戦』虎杖悠仁の両面宿儺てぶくろ　　

『呪術廻戦』謹製ラングドシャ　（特製メタルチャーム付き／全４種）　　※軽減税率対象商品　※賞味期限１８０日 ★

『僕のヒーローアカデミア』マスクケース　　
『呪術廻戦』マスクケース　　
【ＪＡＳ】『ＤＲＡＧＯＮ　ＢＡＬＬ』マスクケース　　
【ＪＡＳ】『ジョジョの奇妙な冒険　Ｐａｒｔ５　黄金の風』マスクケース　　
「週刊少年ジャンプ」おかき　（特製ステッカー付き／全5種）　※軽減税率対象商品　※賞味期限１８０日 ★

『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』招福アクリルカードコレクション（全１０種／招福あめ付き）　※賞味期限３６０日 ★
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No メーカー イベント価格(税込) 購入申込上限数

129 集英社 ¥1,300 10
130 集英社 ¥1,300 10
131 集英社 ¥1,400 10
132 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
133 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
134 アニメイト（ムービック） ¥2,200 5
135 グッドスマイルカンパニー ¥5,800 5
136 グッドスマイルカンパニー ¥4,400 5
137 グッドスマイルカンパニー ¥4,180 5
138 コスパ ¥6,050 5
139 コスパ ¥6,050 5
140 コスパ ¥6,050 5
141 コスパ ¥6,050 5
142 コスパ ¥6,050 5
143 コスパ ¥1,540 5
144 コスパ ¥1,540 5
145 コスパ ¥1,540 5
146 コスパ ¥1,540 5
147 コスパ ¥1,540 5
148 コスパ ¥1,540 5
149 コスパ ¥1,540 5
150 コスパ ¥1,540 5
151 コスパ ¥1,540 5
152 コスパ ¥6,050 5
153 コスパ ¥6,050 5
154 コスパ ¥6,050 5
155 コスパ ¥6,050 5
156 コスパ ¥6,050 5
157 バンダイナムコアーツ ¥4,400 5
158 バンダイナムコアーツ ¥440 5
159 バンダイナムコアーツ ¥440 5
160 バンダイナムコアーツ ¥1,500 5
161 バンダイナムコアーツ ¥1,500 5
162 バンダイナムコアーツ ¥1,500 5
163 バンダイナムコアーツ ¥1,500 5
164 バンダイナムコアーツ ¥1,500 5
165 バンダイナムコアーツ ¥1,500 5
166 バンダイナムコアーツ ¥1,500 5

※★印のついている商品はランダム商品となります。絵柄を選ぶことはできません。

※【JAS】とは…ジャンプが誇る人気作品「ジャンプオールスターズ」のグッズです。

No メーカー イベント価格(税込) 購入申込上限数

1 集英社 ¥33,000 5
2 集英社 ¥37,400 5

2021年4月22日までに発送予定

④ジャンプフェスタ2021受注（限定・先行）グッズ

商品名
『僕のヒーローアカデミア』缶入りチョコクランチ　第２弾　（特製フォトカード付き／全８種）　　　　※軽減税率　※賞味期限１８０日 ★

【ＪＡＳ】『ハイキュー！！』缶入りチョコクランチ　第３弾　（特製フォトカード付き／全８種）　※軽減税率対象商品　※賞味期限１８０日 ★

【ＪＡＳ】『鬼滅の刃』禰豆子の豆菓子　第２弾（特製アクリルチャーム付き／全１５種）※軽減税率対象商品　※賞味期限１５０日 ★

鬼滅の刃 パスケース　炭治郎
鬼滅の刃 パスケース　善逸

銀魂 THE FINAL 坂田銀時バーテンダーVer. 100cmタペストリー
銀魂 THE FINAL 土方十四郎バーテンダーVer. 100cmタペストリー
銀魂 THE FINAL 沖田総悟バーテンダーVer. 100cmタペストリー
鬼滅の刃 冨岡義勇 アイマスク
鬼滅の刃 胡蝶しのぶ アイマスク
鬼滅の刃 煉獄杏寿郎 アイマスク

鬼滅の刃 パスケース　義勇 
鬼滅の刃 ねんどろいど 竈門炭治郎 最終選別Ver.
呪術廻戦 描き下ろしタペストリー
呪術廻戦 両面宿儺　呪霊Tシャツ
銀魂 THE FINAL 銀時＆新八＆神楽の万事屋銀ちゃん 100cmタペストリー
銀魂 THE FINAL 土方十四郎＆沖田総悟 おまわりさんのブレイクタイム 100cmタペストリー

ハイキュー!! 日向翔陽 100cmタペストリー Ver.2.0
ハイキュー!! 影山飛雄 100cmタペストリー Ver.2.0
ハイキュー!! 月島蛍 100cmタペストリー
ハイキュー!! 宮侑 100cmタペストリー
ハイキュー!! 宮治 100cmタペストリー
怪物事変 缶バッジ（全10種・ランダム10個入り） ★

鬼滅の刃 宇髄天元 アイマスク
鬼滅の刃 甘露寺蜜璃 アイマスク
鬼滅の刃 伊黒小芭内 アイマスク
鬼滅の刃 時透無一郎 アイマスク
鬼滅の刃 悲鳴嶼行冥 アイマスク
鬼滅の刃 不死川実弥 アイマスク

怪物事変 アクリルスタンド 隠神
怪物事変 アクリルスタンド 野火丸
怪物事変 アクリルスタンド ミハイ

(先行)『ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ』高級複製原画　　
(先行)『僕のヒーローアカデミア』高級複製原画　　　

怪物事変 缶バッジ（全10種・ランダム1個入り） ★
怪物事変 クリアファイル
怪物事変 アクリルスタンド 夏羽
怪物事変 アクリルスタンド 紺
怪物事変 アクリルスタンド 織
怪物事変 アクリルスタンド 晶

商品名
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No メーカー イベント価格(税込) 購入申込上限数

3 集英社 ¥33,000 5
4 集英社 ¥29,700 5
5 集英社 ¥29,700 5
6 集英社 ¥29,700 5
7 集英社 ¥33,000 5
8 集英社 ¥33,000 5
9 集英社 ¥29,700 5

10 集英社 ¥29,700 5
11 集英社 ¥46,200 5
12 集英社 ¥29,700 5
13 集英社 ¥38,500 5
14 集英社 ¥29,700 5
15 エンスカイ ¥1,000 5
16 エンスカイ ¥1,000 5
17 エンスカイ ¥1,000 5
18 エンスカイ ¥1,000 5
19 エンスカイ ¥1,000 5
20 エンスカイ ¥1,000 5
21 エンスカイ ¥1,000 5
22 エンスカイ ¥1,000 5
23 エンスカイ ¥1,000 5
24 エンスカイ ¥1,000 5
25 エンスカイ ¥1,000 5
26 エンスカイ ¥1,000 5
27 エンスカイ ¥1,000 5
28 キャラアニ ¥5,500 5
29 キャラアニ ¥1,650 5
30 キャラアニ ¥1,650 5
31 キャラアニ ¥1,650 5
32 キャラアニ ¥1,650 5
33 キャラアニ ¥1,650 5
34 キャラアニ ¥1,650 5
35 キャラアニ ¥1,518 5
36 キャラアニ ¥1,518 5
37 キャラアニ ¥1,518 5
38 キャラアニ ¥1,518 5
39 キャラアニ ¥1,518 5
40 キャラアニ ¥1,980 5
41 キャラアニ ¥1,980 5
42 キャラアニ ¥1,980 5
43 キャラアニ ¥1,980 5
44 キャラアニ ¥1,980 5
45 キャラアニ ¥1,650 5
46 キャラアニ ¥1,650 5
47 キャラアニ ¥1,650 5
48 キャラアニ ¥1,650 5

商品名

(先行)『憂国のモリアーティ』高級複製原画　　
(先行)『ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ』高級複製原画　　
(先行)『ハイキュー！！』最終話まるごと複製原稿セット　－ＪＣ掲載版－　（全４１頁）　　

(先行)『鬼滅の刃』高級複製原画　　
(先行)『鬼滅の刃』まるごと複製原稿セット　－ＪＣ掲載版－（第２０４話、全３３頁）

(先行)『約束のネバーランド』高級複製原画　　

(先行)『ブラッククローバー』高級複製原画　　　
(先行)『Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ』高級複製原画　　
(先行)『呪術廻戦』高級複製原画　　
(先行)『チェンソーマン』高級複製原画　　
(先行)『ＢＵＲＮ　ＴＨＥ　ＷＩＴＣＨ』高級複製原画　　
(先行)『青の祓魔師』高級複製原画　　

(限定)新テニスの王子様 ＪＦ２０２１限定　生ブロマイド
(限定)黒子のバスケ ＪＦ２０２１限定　生ブロマイドＡ
(限定)黒子のバスケ ＪＦ２０２１限定　生ブロマイドＢ
(限定)BLEACH ＪＦ２０２１限定　生ブロマイド
(限定)ONE PIECE ＪＦ２０２１限定　生ブロマイド
(限定)約束のネバーランド ＪＦ２０２１限定　生ブロマイド

(限定)僕のヒーローアカデミア ＪＦ２０２１限定　生ブロマイド
(限定)ハイキュー!! ＪＦ２０２１限定　ピクチャーズコレクション
(限定)銀魂 ＪＦ２０２１限定　生ブロマイド
(限定)家庭教師ヒットマンREBORN! ＪＦ２０２１限定　生ブロマイド
(限定)BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- ＪＦ２０２１限定　生ブロマイド

(先行)僕のヒーローアカデミア いんすたスタンド ver.3 轟焦凍
(先行)僕のヒーローアカデミア いんすたスタンド ver.3 エンデヴァー
(先行)僕のヒーローアカデミア いんすたスタンド ver.3 ホークス
(先行)僕のヒーローアカデミア にいてんご巾着袋 緑谷出久
(先行)僕のヒーローアカデミア にいてんご巾着袋 爆豪勝己
(先行)僕のヒーローアカデミア にいてんご巾着袋 麗日お茶子

(限定)Dr.STONE ＪＦ２０２１限定　生ブロマイド
(限定)ワールドトリガー ＪＦ２０２１限定　生ブロマイド
(先行)僕のヒーローアカデミア バスタオル 緑谷＆爆豪＆轟
(先行)僕のヒーローアカデミア いんすたスタンド ver.3 緑谷出久
(先行)僕のヒーローアカデミア いんすたスタンド ver.3 爆豪勝己
(先行)僕のヒーローアカデミア いんすたスタンド ver.3 麗日お茶子

(先行)僕のヒーローアカデミア  クリアボトル 蛙吹梅雨
(先行)ONE PIECE ペンスタンド ルフィ
(先行)ONE PIECE ペンスタンド ゾロ
(先行)ONE PIECE ペンスタンド サンジ
(先行)ONE PIECE ペンスタンド ロー

(先行)僕のヒーローアカデミア にいてんご巾着袋 轟焦凍
(先行)僕のヒーローアカデミア にいてんご巾着袋 蛙吹梅雨
(先行)僕のヒーローアカデミア  クリアボトル 緑谷出久
(先行)僕のヒーローアカデミア  クリアボトル 爆豪勝己
(先行)僕のヒーローアカデミア  クリアボトル 麗日お茶子
(先行)僕のヒーローアカデミア  クリアボトル 轟焦凍
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No メーカー イベント価格(税込) 購入申込上限数

49 キャラアニ ¥11,000 5
50 キャラアニ ¥11,000 5
51 キャラアニ ¥11,000 5
52 キャラアニ ¥11,000 5
53 キャラアニ ¥11,000 5
54 キャラアニ ¥11,000 5
55 キャラアニ ¥11,000 5
56 キャラアニ ¥11,000 5
57 KONAMI ¥700 5
58 ショウワノート ¥4,620 5
59 ショウワノート ¥6,600 5
60 タカラトミーアーツ ¥3,300 5
61 タカラトミーアーツ ¥3,300 5
62 タカラトミーアーツ ¥3,300 5
63 タカラトミーアーツ ¥3,300 5
64 タカラトミーアーツ ¥3,300 5
65 タカラトミーアーツ ¥3,300 5
66 タカラトミーアーツ ¥3,300 5
67 中外鉱業 ¥1,320 5
68 中外鉱業 ¥1,320 5
69 中外鉱業 ¥1,320 5
70 中外鉱業 ¥1,320 5
71 中外鉱業 ¥330 5
72 中外鉱業 ¥330 5
73 中外鉱業 ¥330 5
74 中外鉱業 ¥550 5
75 中外鉱業 ¥660 5
76 中外鉱業 ¥990 5
77 中外鉱業 ¥2,750 5
78 ブロッコリー ¥5,990 5
79 ブロッコリー ¥600 5
80 ブロッコリー ¥5,990 5
81 ブロッコリー ¥600 5
82 ブロッコリー ¥1,100 5
83 ブロッコリー ¥1,100 5
84 ブロッコリー ¥1,100 5
85 ブロッコリー ¥4,790 5
86 ブロッコリー ¥600 5

※★印のついている商品はランダム商品となります。絵柄を選ぶことはできません。

(先行)NARUTO-ナルト- 疾風伝 ビゲストタオル  ナルト
商品名

(限定)銀魂 THE FINAL トレーディングアクリルバッジ ★

(限定)家庭教師ヒットマンREBORN! トレーディングアクリルバッジPart.3【BOX】 ★

(限定)家庭教師ヒットマンREBORN! トレーディングアクリルバッジPart.3 ★
(限定)家庭教師ヒットマンREBORN! アクリルスタンド「リボーン&ツナ」
(限定)家庭教師ヒットマンREBORN! アクリルスタンド「雲雀」
(限定)家庭教師ヒットマンREBORN! アクリルスタンド「骸」
(限定)銀魂 THE FINAL トレーディングアクリルバッジ【BOX】 ★

(限定)約束のネバーランド ふぉーちゅん☆缶バッジ めるきゃらver. （ランダムホロ入り） ★

(限定)約束のネバーランド ふぉーちゅん☆アクリルスタンド めるきゃらver. ★
(限定)約束のネバーランド クリアファイルセット めるきゃらver.
(限定)約束のネバーランド ロープハンドルトートバック
(限定)家庭教師ヒットマンREBORN! トレーディングマット缶バッジ【BOX】 ★
(限定)家庭教師ヒットマンREBORN! トレーディングマット缶バッジ ★

(限定)約束のネバーランド アクリルフィギュアスタンド めるきゃらver. ノーマン
(限定)約束のネバーランド アクリルフィギュアスタンド めるきゃらver. レイ
(限定)約束のネバーランド 缶バッジセット めるきゃらver.
(限定)約束のネバーランド SARASAクリップボールペン めるきゃらver. エマ
(限定)約束のネバーランド SARASAクリップボールペン めるきゃらver. ノーマン
(限定)約束のネバーランド SARASAクリップボールペン めるきゃらver. レイ

(限定)ハイキュー!! ジャンプ！ ビッグアクリルスタンド 梟谷学園高校
(限定)ハイキュー!! ジャンプ！ ビッグアクリルスタンド 稲荷崎高校
(限定)僕のヒーローアカデミア 雪山登山 ビッグアクリルスタンド 緑谷出久＆轟焦凍
(限定)僕のヒーローアカデミア 雪山登山 ビッグアクリルスタンド 爆豪勝己＆切島鋭児郎＆上鳴電気

(限定)僕のヒーローアカデミア 雪山登山 ビッグアクリルスタンド 麗日お茶子＆耳郎響香

(限定)約束のネバーランド アクリルフィギュアスタンド めるきゃらver. エマ

(先行)銀魂 ビゲストタオル 高杉晋助
(限定)遊戯王ラッシュデュエル　デュエリストカードプロテクター　ロミン
(限定)黒子のバスケ アクリルキーホルダーコレクション
(限定)ハイキュー!! アクリルキーホルダーコレクション
(限定)ハイキュー!! ジャンプ！ ビッグアクリルスタンド 烏野高校
(限定) ハイキュー!! ジャンプ！ ビッグアクリルスタンド 音駒高校

(先行)NARUTO-ナルト- 疾風伝 ビゲストタオル  サスケ
(先行)NARUTO-ナルト- 疾風伝 ビゲストタオル  カカシ
(先行)BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS ビゲストタオル  ボルト
(先行)銀魂 ビゲストタオル  坂田銀時
(先行)銀魂 ビゲストタオル 土方十四郎
(先行)銀魂 ビゲストタオル 沖田総悟
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