
 

 

 

商品名 価格(税込) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展覧会ロゴグッズ 

庵野秀明展ロゴ T シャツ ロゴ ブラック M ¥3,850 

庵野秀明展ロゴ T シャツ ロゴ ブラック L ¥3,850 

庵野秀明展ロゴ T シャツ ロゴ ブラック XL ¥3,850 

庵野秀明展ロゴ T シャツ ロゴ ホワイト M ¥3,850 

庵野秀明展ロゴ T シャツ ロゴ ホワイト L ¥3,850 

庵野秀明展ロゴ T シャツ ロゴ ホワイト XL ¥3,850 

庵野秀明展ロゴ ロングスリーブ T ロゴ M ¥4,950 

庵野秀明展ロゴ ロングスリーブ T ロゴ L ¥4,950 

庵野秀明展ロゴ ロングスリーブ T ロゴ XL ¥4,950 

庵野秀明展ロゴ トートバッグ ロゴ ブラック ¥3,080 

庵野秀明展ロゴ トートバッグ ロゴ ホワイト ¥3,080 

庵野秀明展ロゴ スマホケース ロゴ ¥2,970 

庵野秀明展ロゴ スリムポーチ ロゴ ¥3,300 

庵野秀明展ロゴ ステッカー ロゴ 縦 ¥440 

庵野秀明展ロゴ ステッカー ロゴ 横 ¥440 

庵野秀明展ロゴ マグカップ ロゴ ¥1,760 

庵野秀明展ロゴ ボールペン ロゴ ホワイト ¥440 

庵野秀明展ロゴ ボールペン ロゴ ブラック ¥440 

庵野秀明展ロゴ クラフトテープ ロゴ ¥858 

庵野秀明展ロゴ A4 クリアファイル ¥440 

庵野秀明展ロゴ ロングメモ（一筆箋） ¥550 

庵野秀明展ロゴ 板マグネット ¥440 

庵野秀明展ロゴ 缶バッジ ロゴ ¥440 

庵野秀明展ロゴ PVC フラットポーチ ¥1,485 

庵野秀明展ロゴ キャップ ロゴ ¥2,970 

庵野秀明展ロゴ ボディバッグ ¥3,850 

庵野秀明展ロゴ スリムサーモステンレスボトル ¥2,530 

庵野秀明展ロゴ キーホルダー ロゴ ¥660 

庵野秀明展ロゴ ビニール傘 ブラック ¥2,420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ふしぎの海のナディア』 ステッカー ¥440 

『トップをねらえ！』 ステッカー ¥440 

『キューティーハニー』 ステッカー ¥440 

『彼氏彼女の事情』 ステッカー ¥440 

『新世紀エヴァンゲリオン』 ステッカー ¥440 

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』 ステッカー ¥440 

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』 ステッカー ¥440 

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』 ステッカー ¥440 

『シン・エヴァンゲリオン新劇場版』 ステッカー ¥440 

オリジナルグッズ一覧 
※在庫状況によっては売切れの場合もございますのでご了承ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示作品ロゴグッズ 

『ラブ＆ポップ』 ステッカー ¥440 

『式日』 ステッカー ¥440 

『シン・ウルトラマン』 ステッカー ¥440 

『シン・ゴジラ』 ステッカー ¥440 

『シン・仮面ライダー』 ステッカー ¥440 

『DAICON Ⅲ オープニングアニメーション』 ステッカー ¥440 

『DAICON Ⅳ オープニングアニメーション』 ステッカー ¥440 

『じょうぶなタイヤ！SHADO タイヤ』 ステッカー ¥440 

『ふしぎの海のナディア』 アクリルキーホルダー ¥660 

『トップをねらえ！』 アクリルキーホルダー ¥660 

『キューティーハニー』 アクリルキーホルダー ¥660 

『彼氏彼女の事情』 アクリルキーホルダー ¥660 

『新世紀エヴァンゲリオン』 アクリルキーホルダー ¥660 

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』 アクリルキーホルダー ¥660 

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』 アクリルキーホルダー ¥660 

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』 アクリルキーホルダー ¥660 

『シン・エヴァンゲリオン新劇場版』 アクリルキーホルダー ¥660 

『ラブ＆ポップ』 アクリルキーホルダー ¥660 

『式日』 アクリルキーホルダー ¥660 

『シン・ウルトラマン』 アクリルキーホルダー ¥660 

『シン・ゴジラ』 アクリルキーホルダー ¥660 

『シン・仮面ライダー』 アクリルキーホルダー ¥660 

『DAICON Ⅲ オープニングアニメーション』 アクリルキーホルダー ¥660 

『DAICON Ⅳ オープニングアニメーション』 アクリルキーホルダー ¥660 

『じょうぶなタイヤ！SHADO タイヤ』 アクリルキーホルダー ¥660 

『ふしぎの海のナディア』 缶バッジ ¥440 

『トップをねらえ！』 缶バッジ ¥440 

『キューティーハニー』 缶バッジ ¥440 

『彼氏彼女の事情』 缶バッジ ¥440 

『新世紀エヴァンゲリオン』 缶バッジ ¥440 

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』 缶バッジ ¥440 

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』 缶バッジ ¥440 

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』 缶バッジ ¥440 

『シン・エヴァンゲリオン新劇場版』 缶バッジ ¥440 

『ラブ＆ポップ』 缶バッジ ¥440 

『式日』 缶バッジ ¥440 

『シン・ウルトラマン』 缶バッジ ¥440 

『シン・ゴジラ』 缶バッジ ¥440 

『シン・仮面ライダー』 缶バッジ ¥440 

『DAICON Ⅲ オープニングアニメーション』 缶バッジ ¥440 

『DAICON Ⅳ オープニングアニメーション』 缶バッジ ¥440 

『じょうぶなタイヤ！SHADO タイヤ』 缶バッジ ¥440 

『ふしぎの海のナディア』 T シャツ M ¥3,850 



『ふしぎの海のナディア』 T シャツ  L ¥3,850 

『ふしぎの海のナディア』 T シャツ XL ¥3,850 

『トップをねらえ！』 T シャツ M ¥3,850 

『トップをねらえ！』 T シャツ  L ¥3,850 

『トップをねらえ！』 T シャツ XL ¥3,850 

『キューティーハニー』 T シャツ M ¥3,850 

『キューティーハニー』 T シャツ  L ¥3,850 

『キューティーハニー』 T シャツ XL ¥3,850 

『彼氏彼女の事情』 T シャツ M ¥3,850 

『彼氏彼女の事情』 T シャツ  L ¥3,850 

『彼氏彼女の事情』 T シャツ XL ¥3,850 

『新世紀エヴァンゲリオン』 T シャツ M ¥3,850 

『新世紀エヴァンゲリオン』 T シャツ  L ¥3,850 

『新世紀エヴァンゲリオン』 T シャツ XL ¥3,850 

ヱヴァンゲリヲン新劇場版 4 作品 T シャツ M ¥3,850 

ヱヴァンゲリヲン新劇場版 4 作品 T シャツ  L ¥3,850 

ヱヴァンゲリヲン新劇場版 4 作品 T シャツ XL ¥3,850 

『ラブ＆ポップ』 T シャツ M ¥3,850 

『ラブ＆ポップ』 T シャツ  L ¥3,850 

『ラブ＆ポップ』 T シャツ XL ¥3,850 

『式日』 T シャツ M ¥3,850 

『式日』 T シャツ  L ¥3,850 

『式日』 T シャツ XL ¥3,850 

『式日』 T シャツ M 復刻柄 ¥3,850 

『式日』 T シャツ  L 復刻柄 ¥3,850 

『式日』 T シャツ XL 復刻柄 ¥3,850 

『シン・ウルトラマン』 T シャツ M ¥3,850 

『シン・ウルトラマン』 T シャツ  L ¥3,850 

『シン・ウルトラマン』 T シャツ XL ¥3,850 

『シン・ゴジラ』 T シャツ M ¥3,850 

『シン・ゴジラ』 T シャツ  L ¥3,850 

『シン・ゴジラ』 T シャツ XL ¥3,850 

『シン・仮面ライダー』 T シャツ M ¥3,850 

『シン・仮面ライダー』 T シャツ  L ¥3,850 

『シン・仮面ライダー』 T シャツ XL ¥3,850 

『DAICON Ⅲ オープニングアニメーション』 T シャツ M ¥3,850 

『DAICON Ⅲ オープニングアニメーション』 T シャツ  L ¥3,850 

『DAICON Ⅲ オープニングアニメーション』 T シャツ XL ¥3,850 

『DAICON Ⅳ オープニングアニメーション』 T シャツ M ¥3,850 

『DAICON Ⅳ オープニングアニメーション』 T シャツ  L ¥3,850 

『DAICON Ⅳ オープニングアニメーション』 T シャツ XL ¥3,850 

『じょうぶなタイヤ！SHADO タイヤ』 T シャツ M ¥3,850 

『じょうぶなタイヤ！SHADO タイヤ』 T シャツ  L ¥3,850 



『じょうぶなタイヤ！SHADO タイヤ』 T シャツ XL ¥3,850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示作品グッズ 

庵野ウルトラマン フローティングペン  ¥1,430 

『DAICON Ⅳ オープニングアニメーション』連続柄 T シャツ M ¥4,000 

『DAICON Ⅳ オープニングアニメーション』連続柄 T シャツ L ¥4,000 

『DAICON Ⅳ オープニングアニメーション』連続柄 T シャツ XL ¥4,000 

『王立宇宙軍 オネアミスの翼』爆破原画 T シャツ M ¥4,000 

『王立宇宙軍 オネアミスの翼』爆破原画 T シャツ L ¥4,000 

『王立宇宙軍 オネアミスの翼』爆破原画 T シャツ XL ¥4,000 

『DAICON Ⅲ オープニングアニメーション』女の子イラスト T シャツ M ¥4,000 

『DAICON Ⅲ オープニングアニメーション』女の子イラスト T シャツ L ¥4,000 

『DAICON Ⅲ オープニングアニメーション』女の子イラスト T シャツ XL ¥4,000 

『じょうぶなタイヤ！SHADO タイヤ』 T シャツ M ¥4,000 

『じょうぶなタイヤ！SHADO タイヤ』 T シャツ L ¥4,000 

『じょうぶなタイヤ！SHADO タイヤ』 T シャツ XL ¥4,000 

「ウルトラメカシリーズ」イラスト T シャツ M ¥4,000 

「ウルトラメカシリーズ」イラスト T シャツ L ¥4,000 

「ウルトラメカシリーズ」イラスト T シャツ XL ¥4,000 

DAICON FILM 版『帰ってきたウルトラマン』マットアロー1 号イラスト T シャツ M ¥4,000 

DAICON FILM 版『帰ってきたウルトラマン』マットアロー1 号イラスト T シャツ L ¥4,000 

DAICON FILM 版『帰ってきたウルトラマン』マットアロー1 号イラスト T シャツ XL ¥4,000 

DAICON FILM 版『帰ってきたウルトラマン』 A4 クリアファイル ¥440 

「ウルトラメカシリーズ」イラスト A4 クリアファイル ¥440 

『王立宇宙軍 オネアミスの翼』戦闘機イラスト A4 クリアファイル ¥440 

『DAICON Ⅲ オープニングアニメーション』女の子イラスト A4 クリアファイル ¥440 

『BOKEN SUMMER』原動画 A4 クリアファイル ¥440 

『じょうぶなタイヤ！SHADO タイヤ』原画 A4 クリアファイル ¥440 

『DAICON Ⅳ オープニングアニメーション』原画 A4 クリアファイル ¥440 

『シン・ゴジラ』イメージデザイン A4 クリアファイル ¥440 

「東宝メカシリーズ」イラスト A4 クリアファイル ¥440 

DAICON FILM 版『帰ってきたウルトラマン』マットアロー1 号イラスト ポストカード ¥220 

『王立宇宙軍 オネアミスの翼』戦闘機イラスト ポストカード ¥220 

『トップをねらえ！』ガンバスター ポストカード ¥220 

『新世紀エヴァンゲリオン』使徒設定 ポストカード ¥220 

『新世紀エヴァンゲリオン』SDAT 設定 ポストカード ¥220 

『新世紀エヴァンゲリオン』第 3 新東京市設定 ポストカード ¥220 

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』レイアウト ポストカード ¥220 

『DAICON Ⅲ オープニングアニメーション』女の子イラスト ポストカード ¥220 

『BOKEN SUMMER』イラスト ポストカード ¥220 

『じょうぶなタイヤ！SHADO タイヤ』原動画 ポストカード ¥220 

『DAICON Ⅳ オープニングアニメーション』原画 ポストカード ¥220 

「空中バイクと女の子」イラスト ポストカード ¥220 

『シン・ゴジラ』イメージイラスト A ポストカード ¥220 

『シン・ゴジラ』イメージイラスト B ポストカード ¥220 


