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順路の逆行はできません。

ショップミクパ♪＆ミクカフェ（春）購入者特典！
各店舗１お会計毎にミクパ♪特製コースターを
プレゼント※全店舗別柄コースターとなります。

FOOD

お品書きお品書き

ZEPP TOKYO

りんかい線

ゆりかもめ

ゆりかもめ

東京テレポート

お台場海浜公園

ミクカフェ受付 ステージ

公式グッズ

順　路
整列待機

順　路

湾岸線

青海駅

ミクパ♪ピンバッヂセット
￥2,000

ミクパ♪
クリアファイル4点セット

￥1,000

ミクパ♪
ハンドタオル2枚セット
￥1,000

ミクパ♪Tシャツ
（ネギしょってバージョン）

￥3,000

ミクパ♪Tシャツ
（ミクリンレンルカ集合バージョン）

￥3,000

ミクパ♪折りたたみ傘
￥2,000

ミクパ♪トートバッグ　￥2,000

ミクパ♪
ケミカルライト
￥1,000

ミクパ♪
タンブラー
￥1,000

ミクパ♪
公式パンフレット通常版
￥2,000

ミクパ♪公式パンフレット39cm版
￥4,000

ミクパ♪マフラータオル　￥2,000

ミクソーダ（メロンソーダ）
パリンジュース（パインジュース）
レンスカッシュ（レモンスカッシュ）
ルカミルク（いちごミルク）
緑のジュース（野菜ジュース）

DRINK
全メニュー500円！

ネギま串焼き（2本）

ネギだくお好み焼き

ネギドッグ

ネギだく油淋鶏

ネギ飯

©Crypton Future Media, Inc.
Graphics by SEGA/MARZA ANIMATION PLANET INC.

TOKYO CULTURE CULTURE「ミクパ♪」物販のご案内
●店内へのご入場は、整列対応となります。＜3月8日（火）：14時整列開始／15時物販開始＞＜3月9日（水）：10時整列開始／11時物販開始＞　●店内は撮影禁止です。

●整列時に注文書を配布し、希望商品をご記入いただきます。　●ミクカフェはテイクアウトのみとなります。店内でのご飲食は出来ません。　●お釣りが出ないようご協力ください。　　　

●会場周辺での徹夜等は、固くお断りいたします。　●店内および会場周辺は混み合うことが予想されます。お互い譲り合って、楽しいイベントになるようご協力をお願いいたします。

＆

このコースターがもらえるよ！

このコースターが
もらえるよ！

ユーリンチー

東京
ジョイポリス

TCC
パレットタウンプラザ

1.　ビクター
2.　UMAA
3.　アニメイト
4.　グッドスマイルカンパニー
5.　コスパ
6.　SEGA
7.　ニコ直

1・2・3
4・5・6・7

※公式グッズのTCCでの販売は、
3月8日のみとなります。3月9日は
ZEPP TOKYOで販売します。

公式グッズ＆コラボグッズ＆カフェメニュー公式グッズ＆コラボグッズ＆カフェメニュー
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ミクパ ロンT（男性用Ｌ）
¥4,000
一見すると普通のロンＴに見えますが、
袖口には見覚えのあるデザインが！
同時発売の「ミクパＴシャツ」を
重ね着すると。。。

ミクパ レインボーライト　¥2,000
ライブ必須のライトも「ミクパ」仕様。内蔵のLEDの光でミクさんと「ミクパ」のロゴが７色に浮かび上がります。

ミクパ♪
3Dポスター（A3）
¥2,000

ねんどろいど 初音ミク ¥3,000

 巡音ルカ ¥3,500

 KAITO ¥3,000

 初音ミク HMO ¥4,000

ねんどろいどぷち ボーカロイド ¥500

初音ミク シルエットストラップ（ブルー／ピンク／グレー） 各¥1,200

初音ミク カモフラージュバンダナ（ブルー／ピンク） 各¥900

まんまるはちゅね ド ¥700

たこルカチャーム 笑顔 ¥800

トエトチャーム  ¥500

たこルカ 肩のりサイズ（ほほえみ／きゃー／よだれ） 各¥1,980

グッドスマイルレーシングwith COX ミクGTプロジェクト2010 ¥15,000

Racingミクエアフレッシュナー ¥1,000

GSRエアフレッシュナー ¥500

皆様に愛され続ける「ねんどろいど 初音ミク」

公式イメージの持つクールでミステリアスな雰囲気をゆる～く再現。

マフラーをなびかせたお馴染みのポーズも再現

漫画家くぅ氏によるかわいいディフォルメ感やあまえんぼ袖もそのままにねんどろいど化！

あなたの机をボカロキャラで埋めつくしちゃおう！

ミクのシルエットを、ファッショナブルなストラップに仕上げました

ミクのシルエットを迷彩にあしらったバンダナ

「まんまるはちゅね」のチャーム

髪の毛をタコ足に見立てた秀逸なデザインをそのままに立体化。

ゆる～い曲調同様、ほのぼのとした癒しを与えてくれるアイテムです。

たこルカの魅力がたっぷりとつまったぬいぐるみに仕上がりました

1/43スケールミニカー2台セット

DREAM GIRLとHAPPY FEELINGの香り

TRUE SMILEの香り

ミクパ2011Tシャツ（黒）
ミクパ2011イラストTシャツ（白）

サイズ：XS・S・M・L・XL　各￥2,900

ミクパカラビナケース
￥1,000

アニメイト

UMAA

グッドスマイルカンパニー

SEGA

コスパ ニ
コ
ニ
コ
直
販

ミクパウォレットチェーン
￥2,500

ミクパメッセンジャーバッグ　￥4,200

ミクパ♪
リストバンド
¥1,000

ミクパ♪
オリジナルバッグ
¥1,000

ミクパ♪
はっぴ/ハチマキセット
（フリーサイズ）
¥4,500

ミクパ Tシャツ（男性用Ｌ）
¥3,000

「ミクパ」限定のＴシャツ。線画のミクさんが腰周りに
デザインされてます。そして肩口には「01」の文字が！
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ミクパ 3Dマウスパッド　¥1,500
「ZeppTokyo」をバックに「ミクパ」主演メンバーが決めポーズ！

立体的に見えるマウスパッドです。
※光学マウスによっては使えないものも有ります。

こてんぐ ミクパ おでん缶
¥500
天狗缶詰株式会社様の「おでん缶」と「ミクパ」の
コラボレーション商品。ねぎは入っていませんので、
ご自分でトッピングしてくださいね。

■

■□

■

　□

■□

■

CD ¥2,000 Digital Trax presents VOCALO★POPS BEST feat. 初音ミク

CD ¥2,000 LIFE SIZE NOTE -40mP-／40mP

CD ¥2,000 MEMORY -164 from 203soundworks-／164

CD ¥2,000 MOER feat.初音ミク-2nd anniversary-／

CD ¥3,000 supercell feat.初音ミク／supercell

CD ¥1,990 Symphony／buzzG　〈サイン会〉

CD ¥2,000 THE COMPLETE BEST OF 164 from 203soundworks feat. 初音ミク／164

CD ¥2,500 Unplugged Stray／ジミーサムP

CD ¥2,000 VOCALO LOVERS feat.初音ミク

CD ¥2,000 Vocaloanthems feat. 初音ミク

CD ¥2,000 Vocalogenesis feat. 初音ミク

CD ¥2,520 Vocaloid Love Songs ～Girls Side～

CD ¥2,000 Vocalolegend feat. 初音ミク

CD ¥2,000 Vocalonexus feat. 初音ミク

CD ¥2,000 Vocalostar feat. 初音ミク

CD ¥2,000 Vocarhythm feat. 初音ミク

CD ¥2,000 VOCAROCK collection 2 feat. 初音ミク

CD ¥2,000 VOCAROCK collection feat. 初音ミク

CD ¥3,000 相愛性理論／DECO*27　〈握手会〉

CD ¥3,000 愛迷エレジー／DECO*27　〈握手会〉

CD ¥1,500 カラフル×メロディ／ちーむMOER

CD ¥1,570 こっち向いて Baby/Yellow／ryo(sypercell)/kz(livetune)

BD ¥7,000 ミクの日感謝祭BD

DVD ¥6,000 ミクの日感謝祭DVD

UMD ¥3,500 ミクの日感謝祭UMD

CD ¥3,000 ミクの日感謝祭CD

CD ¥2,500 Cinnamon Philosophy／OSTER project 

CD ¥2,500 ロミオとシンデレラ／doriko

CD ¥2,000 悪ノ王国 ～Evils Kingdom～／mothy_悪ノP

GAME ¥3,300 初音ミク -Project DIVA- お買い得版【PSP】

GAME ¥6,090 初音ミク -Project DIVA- 2nd【PSP】

CD ¥2,940 初音ミク -Project DIVA- 2nd NONSTOP MIX COLLECTION

CD ¥2,000 初音ミク -Project DIVA Arcade- Original Song Collection

CD ¥3,000 初音ミク -Project DIVA- Original Song Collection 

CD ¥2,500 初音ミク ベスト～impacts～

CD ¥2,500 初音ミク ベスト～memories～

CD ¥2,000 初音ミクの消失／cosMo＠暴走P

関連商品

初音ミク
Project DIVA Arcade
チョコクッキー
¥1,000

※こちらの商品は、コラボグッズではございません。

『SNOW MIKU for SAPPORO 2011』でも
人気だった「初音ミク Project DIVA Arcade
チョコクッキー」サクサクふっくらのチョコレート
クッキーが12個入りで、おまけで「初音ミク 
Project DIVA Arcade ペーパークラフト
貯金箱」が入ってます。

その他、当日販売アイテムについては別紙注文票をご覧下さい。

【CD】

結唱マトリョーシカ～一六歳の罪と罰～／Fye
￥2,000

"supercell"の「恋は戦争」をカバーし話題を呼んだ16歳の
ロシア人Fye（ファイ）。奇跡の日本デビュー!!
DECO*27、sasakure.UK等ボカロ曲や、「残酷な天使のテーゼ」、
「空色デイズ」他収録!

特典情報：購入者には、オリジナルポスター(A2サイズ)をプレゼント!!

■会場特典あり　

□イベントあり
　“Symphony”購入者対象
　3/9　buzzGサイン会

　“相愛性理論”“愛迷エレジー”購入者対象
　3/9　Deco*27握手会
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