
［同梱内容］ 

★3 種共通★ 

●ときめきレストラン☆☆☆ ブランケット 

（音羽慎之介/霧島 司/辻 魁斗/不破剣人/伊達京也/神崎 透） 4,600 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ フード付きスポーツタオル 

（3 Majesty/X.I.P.） 5,500 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ キャップ（3 Majesty/X.I.P.） 3,000 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ マルチスライドスマートフォンカバー（3 Majesty/X.I.P.） 3,000 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ クリアファイル 広告編（3 Majesty） 1,200 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ クリアファイルセット 

（IN THE NOON 【3 Majesty】 / IN THE NIGHT 【X.I.P.】） 1,200 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ スマホスタンド（音羽慎之介/霧島 司/不破剣人）  2,000 円  

●ときめきレストラン☆☆☆ カラビナ付きダイカットポケットクッション 

（音羽慎之介/霧島 司/辻 魁斗/不破剣人/伊達京也/神崎 透） 1,800 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ 布ポスター 

（Self Portrait/Black Mirage/ディスコグラフィ Show Up!/CHEAT DANCER/ Shining Tomorrow/ 

Keep on chasing）  3,000 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ ロゼット缶バッジセット 

（音羽慎之介/霧島 司/辻 魁斗/不破剣人/伊達京也/神崎 透） 1,300 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ ビッグレザー推しストラップ 

（音羽慎之介/霧島 司/辻 魁斗/不破剣人/伊達京也/神崎 透） 1,200 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ デコステッカーシート（3 Majesty/X.I.P.） 1,500 円 

●ときめきレストラン☆☆☆×サンリオキャラクターズ アクリルキーホルダープレミアム 

（音羽慎之介×シナモロール/ 霧島 司×ポムポムプリン/辻 魁斗×ハローキティ/ 

不破剣人×ポムポムプリン/伊達京也×ハローキティ /神崎 透×シナモロール） 1,500 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ プレミアムアクリルキーホルダー ステージ衣装ぬいぐるみ 

（音羽慎之介/霧島 司/辻 魁斗/不破剣人/伊達京也/神崎 透） 1,400 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ グロッシーキーホルダー 和装 Ver. 

（音羽慎之介/霧島 司/辻 魁斗/伊達京也/神崎 透） 1,000 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ グロッシーキーホルダー 主人公 晴れ着 Ver. 

（ライトブルー/グレー/レッド/イエロー/パープル） 1,000 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ アクリルキーホルダー ユニフォーム Ver. 

（音羽慎之介/霧島 司/辻 魁斗/不破剣人/伊達京也/神崎 透） 800 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ アクリルキーホルダー ステージ衣装 Ver.  

（霧島 司/辻 魁斗/不破剣人/伊達京也） 800 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ アクリルキーホルダー SPLASH SUMMER Ver. 

（音羽慎之介/霧島 司/辻 魁斗/不破剣人/伊達京也/神崎 透） 800 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ アクリルキーホルダー ヒロイン特別衣装 

（ジュエリードレス/ディナードレス/グレーテル風ワンピ/花札の袴） 800 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ 推し缶バッジセット（音羽慎之介） 1,200 円 



●ときめきレストラン☆☆☆ メタルチャームストラップ（霧島 司/不破剣人） 900 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ リストバンド（音羽慎之介/神崎 透） 800 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ イヤフォンジャックアクセサリー（3 Majesty） 1,400 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ アクリルコースター（霧島 司） 800 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ リボンバッグチャーム＆ストラップセット（神崎 透） 2,500 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ クリアファイル（霧島 司） 400 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ 3 Majesty×X.I.P. LIVE -Triple Road/TRICK★STER-  

in DMM VR THEATER マフラータオル（音羽慎之介/伊達京也） 2,100 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ 3 Majesty×X.I.P. LIVE in ARIAKE  

パーカー フリーサイズ（3 Majesty/X.I.P.）  6,000 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ 3 Majesty×X.I.P. LIVE -Triple Road/TRICK★STER-  

in ARIAKE マフラータオル（不破剣人/伊達京也/神崎 透） 2,100 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ 3 Majesty × X.I.P. DREAM FESTIVAL in Sanrio Puroland  

ビッグ布ポスター 3,200 円 

●3 Majesty × X.I.P. LIVE -Triple Road/TRICK★STER- FINAL マフラータオル 

（霧島 司/辻 魁斗/不破剣人/神崎 透） 2,100 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ 3 Majesty × X.I.P. LIVE -Triple Road/TRICK★STER- FINAL 

IC カードステッカー（音羽慎之介/霧島 司/辻 魁斗/不破剣人/伊達京也/神崎 透）1,000 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ 3 Majesty × X.I.P. LIVE -SPLASH SUMMER FES 2017-  

マフラータオル（音羽慎之介/霧島 司/辻 魁斗/不破剣人/伊達京也/神崎 透） 2,100 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ 3 Majesty × X.I.P. LIVE -5th Anniversary Tour-  

ビッグ布ポスター（3 Majesty/X.I.P.）  3,200 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ 3 Majesty × X.I.P. LIVE -5th Anniversary Tour-  

ロングマフラータオル（霧島 司/辻 魁斗/伊達京也/神崎 透）  3,000 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ 3 Majesty×X.I.P. LIVE －5th Anniversary Tour－  

クリアファイルセット 800 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ トレーディングチケットファイル 700 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ トレーディング缶バッジ 2nd  500 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ トレーディング缶バッジ 3rd  500 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ トレーディング缶バッジ 4th  500 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ トレーディング缶バッジ 5th  500 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ トレーディングスクエア缶バッジ センター争奪戦編  500 円 

 

 

 

 

 

 

 

 



★T シャツ WM サイズ入り★  

いずれかのＴシャツが 1 枚入ります（身丈 61cm、身巾 43cm、肩幅 36cm、袖丈 16cm） 

 

●ときめきレストラン☆☆☆ 3 Majesty × X.I.P. LIVE -5th Anniversary Tour-  

T シャツ WM サイズ（音羽慎之介/霧島 司/辻 魁斗/不破剣人/伊達京也/神崎 透）3,000 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ 3 Majesty×X.I.P. LIVE -Triple Road/TRICK★STER- in ARIAKE  

T シャツ WM サイズ（音羽慎之介/霧島 司/伊達京也/神崎 透） 2,800 円 

●ときめきレストラン☆☆☆  

T シャツ -Favorite recipes- WM サイズ（霧島 司/辻 魁斗/伊達京也/神崎 透） 2,800 円 

 

 

 

★T シャツ M サイズ入り★  

いずれかのＴシャツが 1 枚入ります（M サイズ 身丈 70cm、身巾 52cm、肩幅 47cm、袖丈 20cm） 

 

●ときめきレストラン☆☆☆ 3 Majesty × X.I.P. LIVE -5th Anniversary Tour-  

T シャツ M サイズ（音羽慎之介/霧島 司/辻 魁斗/不破剣人/伊達京也/神崎 透）3,000 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ 3 Majesty × X.I.P. DREAM FESTIVAL in Sanrio Puroland   

T シャツ M サイズ（音羽慎之介/不破剣人/伊達京也/神崎 透） 3,000 円 

●ときめきレストラン☆☆☆ 3 Majesty × X.I.P. LIVE -SPLASH SUMMER FES 2017-  

T シャツ M サイズ（音羽慎之介/霧島 司/辻 魁斗/不破剣人/伊達京也/神崎 透） 2,800 円 

 

 

※上記に表記している価格はすべて税込です。 

 

 


