
通常定価

M3 2019秋

販売価格

(税込)

値引き率 通常定価

M3 2019秋

販売価格

(税込)

値引き率

¥1,650 ¥1,500 9%OFF ¥4,400 ¥4,000 9%OFF

¥3,300 ¥3,000 9%OFF ¥540 ¥500 7%OFF

¥3,300 ¥3,000 9%OFF ¥5,500 ¥5,000 9%OFF

SONO MAKERS 1st

ALBUM

園-sono-

【タペストリー付き限定

盤】

音楽CD+タペストリー

M3 2019秋 SideConnectionMusic/SHOT MUSIC ブース (企-12)

販売商品リスト
※価格はM3 2019秋の会場限定の価格となります。　※各商品は売り切れ次第終了となります。ご了承くださいませ。

Iris Song Festa! vol.1

～あいりすミスティリ

ア！ボーカルコレクショ

ン feat. Airots～

音楽CD

しらたま先生描き下ろし

「常葉そのか」

アクリルフィギュア

桃幻浪漫 ～『千の刃濤、桃花染

の皇姫 花あかり』

マキシシングル feat. Airots～

【通常盤】

音楽CD

桃幻浪漫 ～『千の刃濤、桃花染

の皇姫 花あかり』

マキシシングル feat. Airots～

【タペストリー付き限定盤】

音楽CD+タペストリー

お支払方法は現金のほか、PayPayがご利用いただけます！
PayPayをご利用の場合は、あらかじめお手持ちのスマートフォンへPayPayのアプリをインストールいただいた上、ログイン、

お支払情報の登録（PayPay残高のチャージまたはクレジットカードの登録またはYahoo!マネーの登録）をお済ませください。

ただしAlipayでの決済はご利用いただけません。PayPayのご利用方法の詳細はPayPay公式サイトをご覧ください。

またPayPayでのお支払いを予告無く中止させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

SONO MAKERS 1st

ALBUM

園-sono-

【通常盤】

音楽CD

M3初登場！ M3初登場！

M3初登場！ M3初登場！

M3初登場！ M3初登場！



通常定価

M3 2019秋

販売価格

(税込)

値引き率 通常定価

M3 2019秋

販売価格

(税込)

値引き率

¥6,600 ¥6,000 9%OFF ¥3,000

¥3,300 ¥3,000 9%OFF ¥2,750 ¥2,500 9%OFF

¥1,000 ¥1,000

¥2,000 ¥2,750 ¥2,500 9%OFF

¥2,000

Frontwing LIVE 2017

First Flight 公式イラスト

B2タペストリー

戯画1st LIVE

公式スエードタペストリー

音楽CD

Piano Bullets -Frontwing

Acoustic Selection-

AUGUST LIVE! 2018

ダブルスエードタペストリー

<音楽CD>

AUGUST LIVE! 2018

開催記念アルバム

All time disc

<音楽CD>

AUGUST LIVE! 2018

民族楽器アレンジ集

Shepherd’s Tale

AUGUST LIVE! 2018

パンフレット

AUGUST LIVE! 2018

Blu-ray& DLCard

Frontwing LIVE 2017

First Flight

公式パンフレット



通常定価

M3 2019秋

販売価格

(税込)

値引き率 通常定価

M3 2019秋

販売価格

(税込)

値引き率

¥6,600 ¥6,000 9%OFF ¥2,750 ¥2,500 9%OFF

¥1,000 ¥6,600 ¥6,000 9%OFF

¥2,000 ¥1,000 50%OFF ¥1,000 ¥500 50%OFF

¥1,650 ¥1,500 9%OFF ¥1,650 ¥1,500 9%OFF

¥3,300 ¥3,000 9%OFF ¥2,750 ¥2,500 9%OFF

書籍

AUGUST LIVE!2016

公式パンフレット

AUGUST LIVE!2016

タペストリー

音楽CD

『千の刃濤、桃花染の皇姫』ED

テーママキシシングル

音楽CD

AUGUST LIVE!2016

レコーディングアルバム

絢爛クラリティ

音楽CD

AUGUST LIVE!2016

アコースティックアレンジ集

想桃ノスタルジー

書籍

トラベリング・オーガスト2017

公式パンフレット

音楽CD

『千の刃濤、桃花染の皇姫』OP

テーママキシシングル

音楽CD

トラベリング・オーガスト2017

桃幻ノスタルジー

映像作品

AUGUST LIVE! 2016

Blu-ray& DLCard

映像作品

トラベリング・オーガスト2017

-桃幻鏡-

Blu-ray& DLCard



通常定価

M3 2019秋

販売価格

(税込)

値引き率 通常定価

M3 2019秋

販売価格

(税込)

値引き率

¥3,300 ¥3,000 9%OFF ¥5,093 ¥4,000 21%OFF

¥3,000 ¥2,000 33%OFF ¥2,500 ¥2,000 20%OFF

¥7,590 ¥6,000 21%OFF ¥1,650 ¥1,000 39%OFF

¥1,650 ¥1,000 39%OFF ¥2,200 ¥2,000 9%OFF

¥2,200 ¥2,000 9%OFF ¥2,200 ¥2,000 9%OFF

¥2,200 ¥2,000 9%OFF ¥3,410 ¥2,500 27%OFF

¥6,050 ¥5,000 17%OFF ¥6,050 ¥5,000 17%OFF

音楽CD

Extra Sky -sprite Acoustic

Selection-

                       発売元・販売元：sprite

音楽CD

SUPER SHOT5

音楽CD

SUPER SHOT4

音楽CD+タペストリー

SUPER SHOT6 Bタイプタペストリー付

き

※タペストリーのみも1500円にて販売い

たします。

音楽CD+タペストリー

SUPER SHOT6 Aタイプタペストリー付

き

※タペストリーのみも1500円にて販売い

たします。

音楽CD

SUPER SHOT3

音楽CD

EGG -Extra Games Garden-

integral 2018

音楽CD

SUPER SHOT2

映像作品

トラベリング・オーガスト2015

in東京オペラシティ ［Blu-

ray］

音楽CD

「ここより、はるか」テーマサウンド

マキシシングルつまさきのリプル

音楽CD

SUPER SHOT

音楽CD

「夜明け前より瑠璃色な -

Moonlight Cradle-」マキシシ

ングル深青Philosophy

映像作品

sprite LIVE 2015 – Beyond the

sky – [Blu-ray]

音楽CD

Melty Sky -sprite PIANO

Selection-

                       発売元・販売元：sprite

ロットアップ！在庫限り

ロットアップ！在庫限り ロットアップ！在庫限り

ロットアップ！在庫限り ロットアップ！在庫限り

ロットアップ！在庫限り ロットアップ！在庫限り

ロットアップ！在庫限り



通常定価

M3 2019秋

販売価格

(税込)

値引き率 通常定価

M3 2019秋

販売価格

(税込)

値引き率

¥3,300 ¥2,500 24%OFF ¥2,750 ¥2,000 27%OFF

¥2,750 ¥2,000 27%OFF ¥2,750 ¥2,000 27%OFF

¥2,970 ¥1,500 49%OFF ¥2,970 ¥2,000 33%OFF

¥2,970 ¥2,000 33%OFF ¥2,750 ¥2,000 27%OFF

¥1,650 ¥1,000 39%OFF ¥1,650 ¥1,000 39%OFF

¥2,970 ¥1,500 49%OFF ¥2,200 ¥1,500 32%OFF

¥1,650 ¥1,000 39%OFF ¥1,650 ¥1,000 39%OFF

¥1,650 ¥1,000 39%OFF ¥1,650 ¥1,000 39%OFF

音楽CD

美少女格闘ゲーム　Twinkle Queen オー

プニングテーママキシシングルTwinkle

Happiness

音楽CD

民安★ROCK→REMIX

音楽CD

穢翼のユースティア　エンディ

ングテーママキシシングル親愛

なる世界へ

音楽CD

大図書館の羊飼いOPテーママキ

シシングル

ストレイトシープ／夢飼い日和

音楽CD

穢翼のユースティア

-Original CharacterSong Series-

St.IRENE，LAVRIA / LICIA

音楽CD

ULTRA RELOAD Vol.1 feat.

あかべぇそふとつぅ

音楽CD

ULTRA RELOAD Vol.2 feat.

AQUAPLUS

音楽CD

Active Planets　1st ALBUM

『AMASIA』Low-Priced edition

音楽CD

大図書館の羊飼いEDテーママキ

シシングル

明日への栞／Dear Smile

音楽CD

美少女格闘ゲーム　Twinkle Queenオリ

ジナルサウンドトラック

音楽CD

SHOT FES TWINS

音楽CD

Sound Drama Fate／Zero サウ

ンドトラック-update edition-

Zeroの洸景

音楽CD

DJ SHIMAMURA :

ESSENTIAL WORKS

音楽CD

ULTRA RELOAD Vol.3 feat.

OVERDRIVE

音楽CD

kors k : Essential Works

音楽CD

FORTUNE ARTERIAL-

Omnibus Edit-P-O-P

ロットアップ！在庫限り ロットアップ！在庫限り

ロットアップ！在庫限り ロットアップ！在庫限り

ロットアップ！在庫限り

ロットアップ！在庫限り

ロットアップ！在庫限り ロットアップ！在庫限り



通常定価

M3 2019秋

販売価格

(税込)

値引き率 通常定価

M3 2019秋

販売価格

(税込)

値引き率

¥1,650 ¥1,000 39%OFF ¥1,650 ¥1,500 9%OFF

¥7,590 ¥6,000 21%OFF ¥1,430 ¥1,000 30%OFF

¥1,430 ¥1,000 30%OFF ¥2,750 ¥2,000 27%OFF

¥2,750 ¥2,000 27%OFF ¥3,300 ¥2,500 24%OFF

¥3,300 ¥2,500 24%OFF ¥2,750 ¥2,000 27%OFF

¥3,300 ¥3,000 9%OFF ¥1,000 ¥500 50%OFF

¥1,000 - ¥1,000 ¥500 50%OFF

映像作品

トラベリング・オーガストコンサート

（2013）［Blu-ray&DVD］

音楽CD

大図書館の羊飼い-Dreaming Sheep-

OP＆EDマキシシングル

音楽CD

トラベリング・オーガスト

レコーディングアルバム

ARTICLE AUGUST

音楽CD

トラベリング・オーガスト2015

ピアノアレンジ集

“Primary Notes”

書籍

トラベリング・オーガスト2015

ツイン楽譜集Fantastic Stairs

音楽CD

トラベリング・オーガスト2015 オー

ケストラ・コンサートアルバム

“Flowery Notes”

音楽CD

オーガスト歴代ボーカル

ピアノアレンジ集　SPROUT AUGUST

音楽CD

TV Animation『大図書館の羊飼い』ED

テーママキシシングル　青空とグリーン

ベルト

音楽CD

中恵光城テーマソング＆

ピアノコレクション

「STELLA -ステラ-」

書籍

トラベリング・オーガスト2015

パンフレット

音楽CD

TV Animation『大図書館の羊飼い』OP

テーママキシシングル　On my Sheep

音楽CD

大図書館の羊飼い -Library Party-

OP＆EDマキシシングル

音楽CD

TV Animation『大図書館の羊飼い』オリ

ジナルサウンドトラック

書籍

トラベリング・オーガスト(2013)

パンフレット


