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ハズレなし！特別抽選会 
1度のお買上金額1万円（税込）につき、1回抽選に参加できます。 

詳細は、後日公開いたします。 
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「ゴシックは魔法乙女」 

オリジナルサウンドトラックⅡ 

¥3,500(税込) お一人様３点まで 

ギルドバトルを熱く盛り上げるあの曲や、コラボイベントを飾ったアノ曲まで、サン
トラ第二弾はギッシリ38曲を収録！！ブックレットにはサウンドクリエイター・松本
自身による全曲解説を収録。IKDも大絶賛！のマストバイな一枚です！！ 

「ゴシックは魔法乙女」 Art  Works2 

¥4,700(税込) お一人様３点まで 

NEW! 

Art Works：カバー付き/A4サイズ/200P/フルカラー  別冊：A5サイズ/24P/モノクロ 

2016年に配信された使い魔をラインナップ。vol.1から大幅にボリュームアップ（総ページ数
200P超）でお届けします！5悪魔はもちろん、イベント、ガチャ、コラボ、ギルドをはじめ多彩な
乙女たちのイラストがいっぱい！さらに別冊として、完全新作ショートストーリー「悪魔編第0章 

忘れられた少女」を封入！ 

NEW! NEW! LOVE☆MAXガールズ 紅組 

 「胸ドキしたら君のモノ」 

CD1枚/全3曲/デジパック仕様 

紅白アイドル対決！紅組を
手掛けたのは、もはや
LOVE☆MAXガールズの
楽曲に外せない存在の松
本大輔＆千石朱里。ロザ
リー、ラナン、プルメリア、リ
リー、ルチカの元気なPOP

チューン！ 

¥1,000(税込) 

お一人様３点まで 

LOVE☆MAXガールズ 白組 

「冥界城†マスカレード」 

紅白アイドル対決！白組を
手掛けたのは、スマホ版
「デススマ」の宮本武＆
IOSYSから参戦のまろん氏。
カトレア、スフレ、ジギタリス、
カルミア、ダチュラのクール
なダンスチューン！ 

¥1,000(税込) 

お一人様３点まで 

NEW! 

【仕様】CD 1枚/全38曲/ブックレット8P 

Copyright © 2017 BABY,THE STARS SHINE BRIGHT All rights reserved. 

CD1枚/全3曲/デジパック仕様 
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【サイズ】A4サイズ  表・裏カラー 
お一人様 各３点まで 

魔法少女育成計画×ゴシックは魔法乙女 

 コラボクリアファイル 

「ゴシックは魔法乙女」コラボクリアファイル 

各¥400(税込) 

ハッカドール×ゴシックは魔法乙女  

コラボクリアファイル 

ミルキィホームズ×ゴシックは魔法乙女  

コラボクリアファイル 

NEW! NEW! 

NEW! 

ALICE and the PIRATES ×ゴシックは魔法乙女  

コラボクリアファイル 

NEW! 

©劇場版ミルキィホームズ製作委員会 

© 2016 遠藤浅蜊・宝島社／まほいく © DeNA／ハッカドール THE あにめ～しょん製作委員会 

Copyright © 2017 BABY,THE STARS SHINE BRIGHT All 

rights reserved. 
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おすすめ商品

【サイズ】缶バッジ 38mm 437種/オリジナルラベル缶φ 300×高さ230mm 

缶バッジコンプセット2016 

「ゴシックは魔法乙女」  

¥88,000(税込) お一人様３点まで 

2016年に「ゴシックは魔法乙女」でリリースされた使い魔画像をすべて缶バッジ
にしました。 全437種。ガチャで集めるのはほぼ不可能。  

※諸事情につきコラボキャンペーンのイラストは未収録となっております。 

NEW! 

折たたみ式ステレオヘッドフォン「ゴシックは魔法乙女」  
NEW! 

お一人様２点まで ¥8,000(税込) 

【形式】密閉ダイナミック型        【ドライバーユニット】φ40mm 

【再生周波数帯域】20～20,000Hz   【質量】(コード、プラグ含む)約156g  

【コード長】1.2m 

左右のイヤー部分に初代＆2代目クィーンの水着姿をデザイン！ 

低域から高域までバランスよく再生するフラットな音響特性、コンパクトに持ち
運べる折たたみ式。長時間使用しても疲れにくい軽さ。密閉ダイナミック型なの
で、音漏れを気にせず音楽を快適に楽しめます。 

ボイスストラップ 「ゴシックは魔法乙女」5乙女  NEW! 

お一人様３点まで ¥1,500(税込) 

【サイズ】 φ63 x D10mm  【材質】PVC 【パーツ】ボールチェーン付   ※ランダム再生 

1ボタンで5乙女のあのセリフがいつでも聞ける！ 

 

ラナン：「全部燃えちゃえ！」「そう、そんなに消えたいんだ？」 

カトレア：「信頼には応えます」「大きいのが、くる」 

スフレ：「よぉーし、暴れるぞー！」「うわっ何か出てきた！」 

ロザリー：「あぁもう、このヘタクソ！」「しょうがないわね。やったげる」 

プルメリア：「脱いでくださいな。」「あんまり甘えちゃダメ、ですよ？」 

オマケ：「NEW RECORD SCORE」 



－5－ 

おすすめ商品

NEW! 

アクリルフィギュアセット 

 「ゴシックは魔法乙女」 5乙女 

NEW! 

お一人様３点まで ¥6,500(税込) 

【サイズ】本体サイズ：400×300mm(組み立て前) 

      フィギュアサイズ：高さ135～165mm ※キーホルダーパーツを除く 

      台座サイズ：φ70mm 

【素材】透明アクリル（3mm厚）  【パーツ】ボールチェーン付  

乙女5キャラのビッグフィギュアとキーホルダーを特注サイズのアクリル板にプリ
ント。 

1/10スケールの乙女はスタンド付なのでお好きなところに飾ってください。 

オマケのキャラクター＆ロゴプレートは穴が空いているので付属のボールチェー
ンを使うとキーホルダーとして使えます。 

NEW! 

ボイスストラップ 「ゴシックは魔法乙女」5悪魔  

お一人様３点まで ¥1,500(税込) 

1ボタンで5悪魔のあのセリフがいつでも聞ける！ 

 

ジギタリス：「お腹すいちゃった もう無理だよ」「おまえらを味わってやる」 

リリー：「氷を愛す」「ぷっ、くくく」 

ルチカ：「ふぇぇ、私ですか！？」「ま、まだ元気なんですか……？」 

カルミア：「うふふっ、いっちゃうわー！」「あら、大きいのね。すごいわ！」 

ダチュラ：「さあ、どうにでもしていいのよ？」「あらあら、そろそろ限界？」 

オマケ：「ラブマックス」 

アクリルフィギュアセット 

 「ゴシックは魔法乙女」 5悪魔 

お一人様３点まで ¥6,500(税込) 

【サイズ】本体サイズ：400×300mm(組み立て前) 

      フィギュアサイズ：高さ150～175mm  ※キーホルダーパーツを除く 

      台座サイズ：φ70mm 

【素材】透明アクリル（3mm厚）  【パーツ】ボールチェーン付  

悪魔5キャラのビッグフィギュアとキーホルダーを特注サイズのアクリル板にプリ
ント。 

1/10スケールの悪魔はスタンド付なのでお好きなところに飾ってください。 

オマケのキャラクター＆ロゴプレートは穴が空いているので付属のボールチェー
ンを使うとキーホルダーとして使えます。 

【サイズ】 φ63 x D10mm  【材質】PVC 【パーツ】ボールチェーン付   ※ランダム再生 
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おすすめ商品

NEW! 

セリフTシャツ「ゴシックは魔法乙女」ロザリー 
NEW! 

各キャラの印象的なセリフをフロントに配置し
たTシャツ。背面はその台詞のキャライラストを
大胆にデザインしました。 

表：この下手くそ！ 

裏：アンタにしては頑張ったほうなんじゃない。 

セリフTシャツ「ゴシックは魔法乙女」ロロイ  NEW! 

各キャラの印象的なセリフをフロントに配置し
たTシャツ。背面はその台詞のキャライラストを
大胆にデザインしました。 

表：ホロロロ。それは無理ですぞ 

セリフTシャツ「ゴシックは魔法乙女」ラナン  

お一人様３点まで 

¥4,000(税込) 

【サイズ】 L  【素材】綿100% 

各キャラの印象的なセリフをフロントに配置し
たTシャツ。背面はその台詞のキャライラストを
大胆にデザインしました。 

表：全部燃えちゃえ！ 

裏：この惨劇はね、全部私のせいなの… 

【サイズ】 L  【素材】綿100% 

【サイズ】 L  【素材】綿100% 

お一人様３点まで 

¥4,000(税込) 

お一人様３点まで 

¥4,000(税込) 
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おすすめ商品

NEW! 

セリフTシャツ「ゴシックは魔法乙女」メルセデス 
NEW! 

各キャラの印象的なセリフをフロントに配置し
たTシャツ。背面はその台詞のキャライラストを
大胆にデザインしました。 

表：たっぷりお仕置きしてやろう 

裏：さらに高みを目指すのだ。 

キャンバストート 

「ゴシックは魔法乙女」 5悪魔  
NEW! 

お一人様３点まで ¥1,800(税込) 

5悪魔が現れた地獄をイメージしたトートバッグ。 

ステージに配置されてたチェーン、遺跡、魔物のシルエットをデザインしました。 

セリフTシャツ「ゴシックは魔法乙女」カルミア  

【サイズ】 L  【素材】綿100% 

各キャラの印象的なセリフをフロントに配置し
たTシャツ。背面はその台詞のキャライラストを
大胆にデザインしました。 

表：あら～、おっきいのね！すごいわ！ 

裏：もっと違うとこ、触ってほしいな～。 

【サイズ】 L  【素材】綿100% 

【材質】コットン（約12oz） 

【サイズ】本体：約480×400×150mm / 持ち手：約30×600mm / 容量：約19L 

お一人様３点まで 

¥4,000(税込) 

お一人様３点まで 

¥4,000(税込) 
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手帳式スマホカバー「ゴシックは魔法乙女」（スライド） 

¥4,500(税込) 

粘着シート固定式で多くのスマートフォンに対応。ケースにつけた
ままスマホ本体を上にスライドして写真撮影が可能です。 

内側にはカードも入れられる便利なポケットつき。 

iPhone6・iPhone7相当のスマ―トフォンに対応。 

 

※本製品は携帯電話の落下による強い衝撃や傷を防止するもの
ではありません。落下させたり、強い衝撃を与えないでください。 

お一人様２点まで 

NEW! 

NEW! 

汎用手帳型スマートフォンケース／粘着ジェルシート固定式／
カードポケット小×3、大×1／マグネット式ベルト 
【サイズ】約15.5cm×8.4cm（閉じた状態） 
【対応機種】iPhone、Android端末多機種（サイズが幅8cm×高さ
15cm×厚さ1.2cm以内） 
【素材】合成皮革・ポリカーボネイト 

モバイルバッテリーコンパクト「ゴシックは魔法乙女」 

¥4,500(税込) 

安心の4000mAh。iPhone6ｓだと約２回のフル充電に
できます。 

出力電流が2.1ＡなのでiPadなどのタブレットにも対応。
急なモバイル機器の電池切れを広くフォローします。 

お一人様２点まで 

【素材】リチウムポリマー電池 
【バッテリー容量】4000mAh 
【本体サイズ】W115×H67×D9mm 
【出力】5V/2.1A 
【入力】5V/1.0A 
【使用回数】約500回 
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おすすめ商品

NEW! 

ラバストセット  

「ゴシックは魔法乙女」5悪魔 

NEW! 

お一人様３点まで ¥3,800(税込) 

NEW! 

お一人様２点まで 

ラバストセット 

「ゴシックは魔法乙女」5乙女  

お一人様３点まで ¥3,800(税込) 

【サイズ】 60～65mm（PVC本体）       【素材】PVC 

【その他】ストラップ紐、カニカン付 

お出かけのSDキャラをラバストにしました。5乙女（ラナン、カトレア、スフレ、プルメ
リア、ロザリー）の5体セット。5乙女は昨年夏コミでリリースしたものを完全リニュー
アル。 

【サイズ】B2サイズ     【素 材】Wスエード 吊紐つき 

お出かけのSDキャラをラバストにしました。5悪魔（ジギタリス、リリー、ルチカ、カ
ルミア、ダチュラ）の5体セット。5悪魔は今回初お目見え。 

マグカップ 

「ゴシックは魔法乙女」 
LOVE☆MAXガールズ紅白 

¥1,500(税込) 

お一人様２点まで 

【サイズ】 φ75×90mｍ 

【容量】300cc 

NEW! クロスポスター 

「ゴシックは魔法乙女」 

¥4,800(税込) 

【サイズ】 60～65mm（PVC本体）       【素材】PVC 

【その他】ストラップ紐、カニカン付 
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おすすめ商品

「ゴシックは魔法乙女」 
オリジナルサウンドトラック 

¥3,000(税込) 

LOVE☆MAXガールズ 

「わたしたち魔法乙女です☆」（再編集盤） 

¥1,000(税込) お一人様５点まで 

5乙女の各バージョンでリリースされた1st CD音源を再編集。 

ボーカルトラックと、5乙女の全FREE VOICEを1枚にパッケージしました！ 

（*初回プレスのミニドラマは収録されていません） 

CD1枚/全8曲（ボイス含）/デジパック仕様 

CD 1枚/全33曲/ブックレット
8P 

NEW! 

お一人様５点まで 

CD1枚/全4曲/デジパック仕様 

CD「ゴシックは魔法乙女」 
乙女全力☆マジsummer 

¥1,000(税込) 

お一人様５点まで 

「ゴシックは魔法乙女」 Art Works 

¥3,800(税込) 

お一人様５点まで 

Art Works：カバー付き/A4サイ
ズ/136P/フルカラー 

別冊：A5サイズ/16P/モノクロ 

ゴ魔乙湯飲み 

¥1,500(税込) 

お一人様５点まで 

【サイズ】Φ約71ｘ102mm 
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各サイズ ¥42,000(税込) 

※リバーシブル仕様 

NEW! 

【サイズ詳細】※約cm 
L  ： 着丈62、身幅56、裄丈85      
XL ： 着丈64、身幅60、裄丈87 
 
【仕様】リバーシブル仕様、両面刺繍  
【カラー】蜂面 /身頃(ブラック) × 袖(ベージュ)  
      弾幕面/身頃(ブラック) × 袖(ワイン) 
【素材】蜂面 /レーヨン100％サテン  
     弾幕面/ポリエステル100％サテン  
【リブ】アクリル70%、毛30% 
【刺繍上糸】レーヨン100% 
【刺繍下糸】ポリエステル100% 

スカジャン 

 「怒首領蜂」20周年記念モデル 

「怒首領蜂」20周年を記念して、数多くのスカジャンを手掛けてきた人気メーカー「スイッチプランニング」とコラボレーション。 

リバーシブルといっても片面刺繍が多い中、せっかくなので両面にびっしり刺繍を入れました。 

蜂面はタイトルバックの蜂を緻密に再現。レーヨン生地に浮き出る刺繍糸の立体感と高級感が味わえる本格的なスカジャンです。  

裏返せば「ふぐ刺し」が肩まで溢れた弾幕柄。ラスボス「火蜂」の印象的な攻撃をデザインに取り入れ迫力満点に仕上げました。 

中綿は詰められていませんので、モコモコ感がなく、すっきりとした着用感になります。 

フロントファスナーには噛まないようにスムーズに動きボディにダメージを与えないよう角が丸くなっている、YKK別注のオリジナル専用ジッ
パーが採用されています。 

※洗濯はドライクリーニングをお勧めします。タンブラー乾燥機はお避け下さい。 

Lサイズ / XLサイズ 

お一人様 各サイズあわせて２点まで 
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【サイズ】外寸：1880mm×545mm /白紙 1280mm×415mm  
【仕様】表装裂：準金緞子  軸先：陶芸品・黒楽製  風帯：割封帯 

掛け軸 「怒首領蜂」20周年記念 

¥60,000(税込) 

「怒首領蜂」20周年を記念して、実山先生が筆をふるった！ 渾身の蜂を見るがよい。 

【プレート素材】ステンレス ヘアライン仕上げ  

【プレートサイズ】30ｘ50mm  

【付属品】サイレンサー、ボールチェーン（L：60cm、S：
10cm）、コネクター 

ドッグタグネックレス 「怒首領蜂」20周年記念 

¥2,500(税込) 

「怒首領蜂」リリース20周年を記念したアニバーサリー・ドッ
グタグです。 タグ部分はステンレス製、図案はエッチングで
しっかり刻印。プレート2枚のオモテ＆ウラ、4面すべて図案
が異なります。 

お一人様３点まで 

NEW! 

NEW! 

こちらの商品は、「ケイブ祭り」終了後のお渡しまたは発送となります。 
あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。 

※ １点モノ ※ 
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カラーレジンキット 

「デススマイルズ」キャスパー ニューフェイスVer. 

¥15,000(税込) 

「デススマイルズ」キャスパーのカラーレジンキットを 

ケイブ祭りで先行販売!! 

2009年にHOBBY JAPAN誌上で発表して以降、かなりの人気を博
しイベント限定で何度かリリースされましたが、今回は表情を刷新！ 

リニューアル版フェイスパーツ＆瞳デカールを追加し、より可愛くなり
ました。（旧パーツもついてます） 

 

※PVC完成品による販売はございませんので、ご注意ください。 

 

お一人様２点まで 

光るLED＋ICカード 

「怒首領蜂最大往生」陽蜂 

¥1,800(税込) 

お一人様３点まで 

自動改札やコンビニなどのカード
リーダーにかざすと電池無しで
LEDが光るステッカー。お手持ち
のICカードに貼ってお使いくださ
い。「怒首領蜂最大往生」のラス
ボス「陽蜂」柄。 

【サイズ】W50×H92mm   

【材質】PET 

NEW! 

NEW! 

CAVE SOUND NONSTOP DJ MIX  

“MATSUMOTO SELECTION”  

「ゴ魔乙」のサウンドクリエイター
松本大輔が、ケイブの過去
シューから真BOSS＆BOSS楽
曲をチョイス。NON STOP DJ 

MIXに仕上げた脳汁出まくりの
激アツ盤！ 

【仕様】CD 1枚/全13曲・約22分
ノンストップCD/デジパック仕様 

お一人様５点まで 

【スケール】1/8  
【全高】約13cm 
【仕様】カラーレジンキャスト製組立キット 
総パーツ数69/クリアーベース、ニューフェイス、
瞳デカール新旧２種付属 
【原型製作】遠那かんし (りゅんりゅん亭) 

先行販売 

¥1,500(税込) 
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※ いずれの商品も、お一人様 各５点まで 
 

¥2,500(税込) 

CD1枚/全29曲/ブックレット8P  

「怒首領蜂大往生/ケツイ～絆地獄たち～」 
オリジナルサウンドトラック 

¥3,200(税込) 

CD1枚/全23曲（Voice Collection
含） /ブックレット8P  

「デススマイルズ」オリジナルサウンドトラック 

¥3,000(税込) 

CD1枚/全17曲（Voice Collection

含） /ブックレット10P 

「虫姫さまふたり」オリジナルサウンドトラック 

¥3,000(税込) 

CD1枚/全19曲（ Voice Collection

含） /ブックレット8P  

「虫姫さま」オリジナルサウンドトラック 

¥2,800(税込) 

B5サイズ/128P 

「デススマイルズ」公式設定資料集 

¥2,000(税込) 

CD1枚/全12曲/デジパック仕様 

CAVE GOTHIC COLLECTION  
SPECIAL MINI ALBUM 

¥1,500(税込) ¥2,000(税込) 

¥1,800(税込) ¥1,800(税込) 

¥800(税込) ¥1,400(税込) 

【サイズ】B2サイズ 
【素 材】Wスエード 吊紐つき 

クロスポスター「怒首領蜂大復活」 アイ 

¥4,800(税込) 

¥2,400(税込) 

クロスポスター「デススマイルズ」月夜の4人 

【サイズ】B2サイズ 
【素 材】Wスエード 吊紐つき 

¥4,800(税込) 

¥2,400(税込) 
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クロスポスター「デススマイルズ」 

鳥かごの4人（無修正版） 

【サイズ】B2サイズ 
【素 材】Wスエード 吊紐つき 

¥2,400(税込) 

¥4,800(税込) 

5人のロストチルドレン 

クロスポスター「デススマイルズ」 

【サイズ】B2サイズ 
【素 材】Wスエード 吊紐つき 

¥2,400(税込) 

¥4,800(税込) 

抱き枕カバー「デススマイルズ」キャスパー 

【サイズ】 160cm×50cm  

【素 材】 2wayトリコット 

抱き枕カバー「デススマイルズ」ティアラ 

¥4,000(税込) 

¥10,000(税込) 

【サイズ】 160cm×50cm  

【素 材】 2wayトリコット 

¥4,000(税込) 

¥10,000(税込) 

抱き枕カバー「デススマイルズ」サキュラ 

【サイズ】 160cm×50cm  

【素 材】 2wayトリコット 

¥4,000(税込) 

¥10,000(税込) 


