
2017年10月6日7日8日
No, No, 小計

1 　　点 1 ¥3,800

2 　Mサイズ 　　点 　Lサイズ 　　点 　XLサイズ 　　点 2 各 ¥3,300

3 　Mサイズ 　　点 　Lサイズ 　　点 　XLサイズ 　　点 3 各 ¥4,000

4 　　点 4 ¥1,700

5 　　点 5 ¥1,700

6 　　点 6 ¥500

7 　　点 7 ¥1,500

8 　　点 8 ¥1,500

9 　　点 9 ¥1,500

10 　　点 10 ¥2,700

11 　　点 11 ¥13,200

12 　　点 12 ¥14,300

13 　　点 13 ¥14,300

14 　　点 14 ¥14,300

15 　　点 15 ¥1,700

16 　　点 16 ¥1,700

17 　　点 17 ¥6,500

18 　　点 18 ¥2,700

19 　　点 19 ¥2,500

20 　Mサイズ 　　点 　Lサイズ 　　点 20 各 ¥3,000

21 　Mサイズ 　　点 　Lサイズ 　　点 21 各 ¥3,000

22 　　点 22 ¥2,500

23 　　点 23 ¥1,800

24 　　点 24 ¥2,000

25 　　点 25 ¥3,800

26 　　点 26 ¥1,900

27 　　点 27 ¥1,900

28 　　点 28 ¥1,000

29 　　点 29 ¥1,300

30 　　点 30 ¥2,300

31 　　点 31 ¥2,700

32 　　点 32 ¥1,100

33 　　点 33 ¥4,100

34 　　点 34 ¥6,400

35 　　点 35 ¥3,100

36 　　点 36 ¥4,300

37 　　点 37 ¥3,100

38 　　点 38 ¥3,000

39 　　点 39 ¥1,500

40 　　点 40 ¥3,000

41 　　点 41 ¥2,000

42 　　点 42 ¥3,000

43 　　点 43 ¥3,500

44 　　点 44 ¥3,500

45 　　点 45 ¥6,000

46 　　点 46 ¥4,500

47 　　点 47 ¥4,500

48 　　点 48 ¥2,500

49 　　点 49 ¥6,800

50 　　点 50 ¥1,500

51 　　点 51 ¥3,500

52 　　点 52 ¥3,500

53 　　点 53 ¥6,000

54 　　点 54 ¥6,000

55 　　点 55 ¥3,500

56 　　点 56 ¥2,000

57 　　点 57 ¥1,000

58 　　点 58 ¥5,000

59 　　点 59 ¥1,000

60 　　点 60 ¥4,000

61 　　点 61 ¥1,000

62 　　点 62 ¥2,700

63 　　点 63 ¥2,700

64 　　点 64 ¥2,700

すき家 65 　　点 65 ¥2,800

66 　　点 66 ¥3,400

67 　　点 67 ¥4,300

68 　　点 68 ¥4,300

69 　　点 69 ¥1,700

70 　　点 70 ¥1,700

※各商品、お一人様３点までのご購入とさせていただきます。Tシャツにつきましては、各サイズの合計でお一人様３点までとさせていただきます。
※売り切れの際はご容赦ください。
※完売情報は、ララビットマーケット公式ツイッター（@lalabitmarket）でご確認いただけます。

商品名
THE IDOLM@STER 765 MILLIONSTARS HOTCHPOTCH FESTIV@L!!　　日本武道館

注文点数

公式キーホルダー　

公式リストバンド　

公式パンフレット

公式コンサートライト 13本セット　 （MILLIONSTARS Princess）

公式コンサートライト 12本セット　 （765PRO ALLSTARS）

公式エプロン　

スタッキングマグ（MILLIONSTARS）　

スタッキングマグ（765PRO ALLSTARS）　

スタッキングマグ（765PRODUCTION）　

公式ショッピングバッグ　

価格(税込)

公式Tシャツ 【サイズ：M/L/XL】

缶バッジセット　〜ハロウィンver.〜

合計点数
　　点

ミニッチュ ミリオンライブ！ スポーツタオル Beat the World!!!

ミニッチュ ミリオンライブ！ アクリルキーホルダー 菊地真＆舞浜歩

ちまドル ミリオンライブ！ Blue Symphony セット

ちまドル ミリオンライブ！桃子のかわいいシールセット HOTCH POTCH FESTIV@L!! Ver.

ミリオンライブ！ 茜ちゃんゾンビ人形

ミニチャーム 春香・美希・千早セット

765 MILLIONSTARS　ジップジャケット HOTCHPOTCH FESTIV@L!!Ver.

BIGタオル「美希・響・千早・やよい」

春香＆未来セット

桃子＆ゴーレム つながるキーホルダー

れいかのとある一日セット

合計金額

ミリオンライブ！ アイドルヒーローズ  デカアクリルキーホルダー マイティセーラー

ミリオンライブ！ 北沢志保セット

マフラータオルA

マフラータオルB

ミリオンライブ！×すき家限定　クリアファイル7枚セット

アクリルキーホルダー B

スクエア型缶バッジセット　〜ライブver.〜

ハート型缶バッジセット　〜私服ver.〜

アクリルキーホルダー A
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ミニッチュ アイドルマスター ミリオンライブ！ 桜守歌織セット

ミニッチュ アイドルマスター ミリオンライブ！ 白石紬セット

ミリオンライブ！ イースターエッグ風ビーズクッションストラップセット

EXTRA Tシャツ（２DAY）ネイビー 【サイズ：M/L】

クールタオル

EXTRA Tシャツ（1DAY）レッド 【サイズ：M/L】

公式フルカラースポーツTシャツ 【サイズ：M/L/XL】

ミリオンライブ！　BIGタオル「琴葉・エレナ・恵美」

ミリオンライブ！ ハンドスピナー

ミリオンライブ！ A1タペストリーセット MUSIC FESTIV＠L OF WINTER!!

ミリオンライブ！ ねんどろいどぷらす ビッグレザーストラップ エターナルハーモニー

ミリオンライブ！ ねんどろいどぷらすスタンド付きアクリルキーチェーンセット エターナルハーモニー

765 MILLIONSTARS　ポロシャツ HOTCHPOTCH FESTIV@L!! DAY1Ver.

765 MILLIONSTARS　ポロシャツ HOTCHPOTCH FESTIV@L!! DAY2Ver.
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プロデューサー御用達　名刺ケース

横山奈緒の魅惑？のキラッとキャンディ

まつり軍Ｔシャツ

白石紬の上京パスケース

LIVEメモリアル　Wポケットファイルセット

ミリオンライブ！スマートカードケース（ニューフェイス）桜守 歌織

アイドルマスター 765プロ プロデューサーコンサートライトホルダーVer.4　

アイドルマスター 765プロ プロデューサーマルチバッグインバッグ　

アイドルマスター 765プロ プロデューサーマルチメッセンジャーバッグ　

ミリオンライブ！スマートカードケース（ニューフェイス）白石 紬

ミリオンライブ！ ねんどろいどぷらすスタンド付きアクリルキーチェーンセット ARRIVE

公式コンサートライト 13本セット　 （MILLIONSTARS Angel）

公式コンサートライト 13本セット　 （MILLIONSTARS Fairy）

765PROオールスターズ タペストリー MUSIC FESTIV@L Ver.

765PROライブシアター ジップパーカー パピヨンVer.

ミルキーウェイTシャツ

蒼を重ねて 最上静香フルカラーTシャツ

ジュリア ROCK'N'ROLL!!! Tシャツ

楽曲ジャケット スクエアバッジセット

DLライブポスター クリアファイルセット

公式タオル　

公式チケットケース（イベントロゴ）　

765 i Phone6&7対応スマホジャケット

ミリオンシアター手帳型スマホカバー（汎用型）


