
ゲームマーケット 2019 春　アークライトブース販売品一覧

1  ブラッドレイジ 完全日本語版               ¥10,000 
2  スペクター・オプス︓破られし誓約　完全日本語版       ¥6,500 
3  ヘブン＆エール 完全日本語版               ¥6,500 
4  プラネット・メーカー 完全日本語版             ¥4,400 
5  ゴミ箱パンダ 完全日本語版                ¥2,200 
6  チーキーモンキー新版 完全日本語版             ¥3,000 
7  レイクホルト 完全日本語版                ¥5,800 
8  禁断の島 完全日本語版                  ¥3,400 
9  ガンツ・シェーン・クレバー完全日本語版           ¥2,000 
10 サスピション 怪盗が多すぎる 完全日本語版          ¥3,500 
11 緑のカジノロワイヤル 完全日本語版             ¥1,800 
12 フォッペン　完全日本語版                ¥1,800 
13 バベル                        ¥2,500 
14 赤ずきんは眠らない                   ¥1,800 
15 シンデレラが多すぎる                  ¥1,800 
16 ミツバチマッチ                     ¥1,800 
17 ヘンゼルかグレーテル                  ¥1,800 
18 ちんあなごっこ                     ¥1,800 
19 緑の幽霊屋敷 完全日本語版                ¥1,800 
20 緑の召喚術師 完全日本語版                ¥1,800 
21 緑の国のアリス 完全日本語版               ¥1,800 
22 ラブレター                      ¥1,800 
23 タイムボム                      ¥1,800 
24 THE GAME オバケやしきのすうじのアクマ          ¥1,800 
25 はっきよいゲーム                    ¥1,800 
26 あやつり人形 クラシック 完全日本語版            ¥1,500 
27 それはオレの魚だ︕ 完全日本語版              ¥1,500 
28 バルーンポップ 完全日本語版               ¥1,500 
29 13 ゴースト完全日本語版                 ¥1,500 
30 あやつり人形 新版 完全日本語版              ¥3,000 
31 カスタムヒーローズ完全日本語版              ¥3,000 
32 インカの黄金新版 完全日本語版               ¥3,000 
33 遥かなる喜望峰                     ¥3,000 
34 モンスターメーカー                   ¥3,500 
35 スカラビア 完全日本語版                 ¥3,500 
36 ライナー・クニツィアのブルーラグーン　完全日本語版      ¥3,500 
37 GUNDAM THE GAME - 機動戦士ガンダム︓ガンダム大地に立つ - ¥5,600 
38 サイズ - 大鎌戦役 - 拡張 彼方よりの侵攻 完全日本語版      ¥4,000 
39 サイズ - 大鎌戦役 - 拡張 風に舞う策謀 完全日本語版       ¥3,300 
40 サイズ - 大鎌戦役 - 拡張 フェンリス襲来 完全日本語版      ¥6,000 
41 サイズ - 大鎌戦役 - 拡張 さらなる戦場 完全日本語版       ¥1,500 
42 サイズ - 大鎌戦役 - 拡張 予期せぬ遭遇 完全日本語版       ¥2,000 
43 サイズ - 大鎌戦役 - 完全日本語版              ¥10,000 
44 マイ・リトル・サイズ 完全日本語版             ¥6,500 

45 アーカムホラー　第３版　完全日本語版           ¥7,500 
46 アーカム・ノワール︓事件簿１ 完全日本語版          ¥1,800 
47 ラブクラフト・レター                  ¥1,800 
48 THE FIFTEEN                     ¥3,500 
49 のびのび TRPG ザ・ホラー                ¥3,500 
50 のびのび TRPG スチームパンク              ¥3,500 
51 クトゥルフ・ウォーズ新版 完全日本語版           ¥30,000 
52 クトゥルフ・ウォーズ大拡張新たなる邪神 完全日本語版     ¥30,000 
53 ゆるるふ神話　クトゥルフ様アクリルキーホルダー       ¥600 
54 ゆるるふ神話　ニャルラトテップアクリルキーホルダー      ¥600 
55 ゆるるふ神話　ダゴンさまアクリルキーホルダー        ¥600 
56 ゆるるふ神話　ミ = ゴアクリルキーホルダー          ¥600 
57 ゆるるふ神話　イスアクリルキーホルダー           ¥600 
58 D&D 第 5 版 スターター・セット              ¥3,000 
59 D&D 第 5 版 プレイヤーズ・ハンドブック           ¥6,000 
60 ソード・ワールド 2.5 ルールブックⅠ            ¥900 
61 ソード・ワールド 2.5 ルールブックⅡ            ¥900 
62 ソード・ワールド 2.5 ルールブックⅢ            ¥900 
63 トリニティセブン RPG                  ¥1,600 
64 この素晴らしい世界に祝福を︕ TRPG            ¥1,600 
65 ブラックジャケット RPG                 ¥3,400 
66 迷宮キングダム 基本ルールブック              ¥4,600 
67 銀剣のステラナイツ                   ¥1,800 
68 トーキョー・ナイトメア 1 基本ルールブック          ¥1,600 
69 チェンジアクション RPG マージナルヒーローズ        ¥1,800 
70 クトゥルフ神話 TRPG                  ¥5,800 
71 アドバンスト・ファイティング・ファンタジー 第 2 版      ¥4,000 
72 忍術バトル RPG シノビガミ 基本ルールブック         ¥3,800 
73 シノビガミ スタートブック 上               ¥1,200 
74 シノビガミ スタートブック 下               ¥1,200 
75 キルデスビジネス 基本ルールブック             ¥3,800 
76 マルチジャンル・ホラー RPG インセイン           ¥1,500 
77 青春バンド TRPG ストラトシャウト             ¥1,700 
78 パスファインダー RPG ビギナー・ボックス          ¥5,000 
79 武装伝奇 RPG 神我狩                  ¥3,800 
80 ガンドッグ・リヴァイズド                ¥4,200 
81 シャドウラン 5th Edition                ¥8,000 
82 ふしぎもののけ RPG ゆうやけこやけ             ¥3,000 
83 小さな勇者の RPG ウタカゼ                ¥2,000 
84 完全日本語版 T シャツ　白                ¥1,500 
85 完全日本語版 T シャツ　黒                ¥1,500 
86 福箱（GM2019 春）                   ¥5,000 
87 びっくり箱（GM2019 春）                ¥5,000
88 THE GAME オバケやしきのすうじのアクマ　ガチャ用コイン   ¥500

※黒字は両日とも販売　※オレンジ色は日曜日のみの販売※価格は税込み、数量限定イベント限定単価です。お一人の購入数の上限を設ける場合があります。

 ファンとアークライトが一緒に作るファンクラブの設立準備中です。
ご興味がある方は LINE の友達登録おねがしいます。
読み取れない方は customer@arclightgames.jp へファンクラブ参加と
メールください。

店舗登録はこちら→
読み取れない方は

スタッフまでお問い
合わせください。


