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注目のアイドル、S+h(スプラッシュ)や Frep(フレップ)の 

限定グッズが盛りだくさん☆ 
 

 

 

 

 

 

 

株式会社ニノヤ（本社：東京都渋谷区）は、女性向け恋愛ゲームブランド『NiNO』とし

て 2016 年 11 月 5 日（土）、6 日（日）に池袋サンシャインシティにて開催される「アニメ

イトガールズフェスティバル 2016」（以下、AGF2016）に出展いたします。 

話題沸騰中のアイドルユニット S+h(スプラッシュ)や Frep(フレップ)を中心とした、NiNO

ブース内にて販売のグッズを大公開！ 

 

 ☆NiNOブース特設ページはこちらから！⇒http://ninoya.jp/agf/ 

 

 

 

【G-38】NiNO ブース 
＜http://ninoya.jp/agf/＞ 

 

AGF2016 出展情報 
 

 

http://ninoya.jp/agf/


▼先行販売商品 

S+h＆Frep ラバーストラップ Collection vol.2（全 12種） 

会場価格(税込)：600円／1パック 7,200円／1BOX（12パック入り） 

FRUiTS PARADiSE衣装のカラフルなラバストが登場！ ラバストオリジナルのキュートなポ

ーズにも注目♪ 

 

 
 



▼先行販売商品（会場限定特典あり） 

S+hブロマイド Collection vol.2 （全 24種） 

Frepブロマイド Collection vol.1（全 20種） 

会場価格(税込)：各 300円／1パック 

1パック 2枚入り、台紙も可愛い人気のブロマイド Collectionに新作が登場！ 

AGF 会場販売分限定で、直筆サイン入りをランダム封入。メンバーによってはコメントやイ

ラスト入りも！ 

 

 

 



▼AGF限定 

S+h＆Frep A4クリアファイル 2種セット 会場価格(税込)：600円 

FRUiTS PARADiSE 衣装のメンバーが全員集合の豪華な 1枚！ 

さらにちびキャラも全員集合☆ 表面は透け感たっぷりで使いやすい☆ 

 

 
 



▼AGF限定 

S+h AGF2016セット 会場価格(税込)：4,000円 

新曲「Pied Piper@IC301」のジャケ写を使用したグッズを中心に、スペシャルなアイテム

を詰め込みました。缶キーホルダーはショッパーの持ち手に引っかけて使ってください♪ 

 

 

 

＜セット内容＞ 

・B3タペストリー 

・L 判クリアブロマイド 6種セット 

・プリントシール 

・A4オリジナル不織布ショッパー 

・44mm 缶キーホルダー（6種よりランダムで 1つ） 

 



▼AGF限定 

Frep AGF2016セット 会場価格(税込)：4,000円 

新曲「告白 TO→Chu」のジャケ写を使用したグッズを中心に、スペシャルなアイテムを詰め

込みました。プリントシールはプリント画像をダウンロードできる QRコード付き！ 

 

 

 

＜セット内容＞ 

・B3タペストリー 

・L 判クリアブロマイド 6種セット 

・プリントシール 

・A4オリジナル不織布ショッパー 

・44mm 缶キーホルダー（5種よりランダムで 1つ） 

 



▼AGF限定 

S+h FRUiTS PARADiSEくじ 会場価格(税込)：500円／1回 

A～E賞まで、フルパラのビジュアルを使った様々なオリジナルグッズをご用意しました。 

 

  

 

＜A 賞＞ 

・B3タペストリー（全 1種） 

＜B 賞＞ 

・アクリルフィギュアスタンド（全 6種） 

＜C 賞＞ 

・デコステッカー（全 6種） 

＜D 賞＞ 

・複写サイン＆手書きメッセージ入りブロマイド 4枚セット（全 3種） 

＜E 賞＞ 

・BIG缶バッジ（全 12種） 

 

※各賞とも、デザインはお選びいただけません。 

※各景品は在庫がなくなり次第終了となります。 

 



▼AGF限定 

Frep FRUiTS PARADiSEくじ 会場価格(税込)：500円／1回 

A～E賞まで、フルパラのビジュアルを使った様々なオリジナルグッズをご用意しました。 

 

  

 

＜A 賞＞ 

・B3タペストリー（全 1種） 

＜B 賞＞ 

・アクリルフィギュアスタンド（全 5種） 

＜C 賞＞ 

・デコステッカー（全 5種） 

＜D 賞＞ 

・複写サイン＆手書きメッセージ入りブロマイド 4枚セット（全 3種） 

＜E 賞＞ 

・BIG缶バッジ（全 10種） 

 

※各賞とも、デザインはお選びいただけません。 

※各景品は在庫がなくなり次第終了となります。 

 



▼AGF限定 

S+h＆Frep ちびキャラ缶バッジガチャ FRUiTS PARADiSE編（全 11種） 

会場価格(税込)：300円／1回 

おめめキラキラのフルパラちびキャラが 32mm の可愛い缶バッジに！ 

※ガチャ筐体での販売ではなく、レジにてランダムでのお渡しとなります。 

 

 
 



◆AGF会場限定 CD購入特典 

S+h関連 CD  

S+h の関連 CDを 1枚ご購入ごとに、限定デザインの 75mm 缶バッジ（全 6種）をランダムで

1つプレゼント。 

 

 

 

＜対象商品＞ 会場価格(税込)：各 2,000 円／1枚 

・11/30 発売「Pied Pied@IC301」Type-A～D（会場予約） 

・「Beautiful Dancer」Type-A、B  

・「Juicy Cherry Pie＜玲＆奈緒＞」 

・「マシュマロガールに恋してる＜開志＆晃＞」 

・「夏恋 Girl＜秀也＆峻介＞」 

・「Party tun up!」Type-A～D 

・「Just A Wish」Type-A～D 

 

※「Pied Piper@IC301」は全額内金（商品代金＋送料一律 500円）でのご予約となります。 

※「Party tun up!」「Just A Wish」「Pied Piper@IC301」はすべて通常盤のみの販売とな

ります。会場でのアニメイト限定盤の販売はございませんので、ご注意ください。 

 



◆AGF会場限定 CD購入特典 

Frep関連 CD  

Frep の関連 CD を 1 枚ご購入ごとに、限定デザインの 75mm 缶バッジ（全 5 種）をランダム

で 1つプレゼント。 

 

 

 

＜対象商品＞ 会場価格(税込)：各 2,000 円／1枚 

・「告白 TO→Chu」Type-A～C 

・「恋のワンダーランド」Type-A～C  

 

※「告白 TO→Chu」は通常盤のみの販売となります。会場でのアニメイト限定盤の販売はご

ざいませんので、ご注意ください。 

 



◆AGF会場限定 CD購入特典 

「本能の果実」関連 CD  

女性向けシチュエーション CD「本能の果実」シリーズ各巻を 1枚ご購入ごとに、「セリフ入

り特別ブロマイド（L判）」をプレゼント。 

※ご購入いただいた巻の図柄のブロマイドをお渡しいたします。 

 

 

＜対象商品＞ 会場価格(税込)：各 2,000 円／1枚 

・「本能の果実」Ver.1.0～4.0 

 

◆AGF会場限定 CD購入特典 

「愛玩人形あるいはアダムの肋骨」関連 CD  

女性向けシチュエーション CD「愛玩人形あるいはアダムの肋骨」シリーズ各巻を 1 枚ご購

入ごとに、「ちびキャラ豆缶バッジ（直径 25mm）」をプレゼント。 

※ご購入いただいた巻の図柄の缶バッジをお渡しいたします。 

※AGF2015にてお付けした特典缶バッジと同じものとなります。 

 

 

＜対象商品＞ 会場価格(税込)：各 2,000 円／1枚 

・「愛玩人形あるいはアダムの肋骨」巻ノ一～巻ノ五 



◆AGF会場限定 購入特典  

S+h＆Frep関連商品 

S+h＆Frep のグッズ、くじ、ガチャ、CD を含み、3,000 円以上お買い上げごとに「FRUiTS 

PARADiSE ポストカード（全 11 種）」をランダムで 1 枚ずつプレゼント。誰のカードが出る

かはお楽しみ！ 

 

 
 



※表示価格は AGF 会場限定価格（税込）となります。店舗での販売価格と異なる場合がご

ざいます。 

※クレジットカードでのお支払いには対応しておりませんので、予めご了承ください。 

※全商品とも両日、各販売時間の在庫を予め分けさせていただきます。なお、在庫には限

りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。 

※各商品の購入制限は、当日の状況により変更となる場合がございます。 

※商品画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。 

※不良品以外の返品交換はお受けできません。 

※当ブースの先行販売商品、AGF 限定商品につきましては、後日アニメイトにて開催される

「アフターAGF」での販売を予定しております。 

 但し在庫状況により販売を行わない場合もございますので、予めご了承ください（「S+h 

FRUiTS PARADiSEくじ」、「Frep FRUiTS PARADiSEくじ」につきましては、アフターAGFでの

販売は予定しておりません）。 

※全ての内容に関しまして、予告なく変更・中止となる場合がございます。 

 

 

★出展作品 WEBサイトのご紹介★ 

 S+h(スプラッシュ) 公式 HP：http://6plush.net/ 

 Frep(フレップ)公式 HP：http://fin8.net/frep/ 

 本能の果実：http://ninoya.jp/honnou/ 

 愛玩人形あるいはアダムの肋骨：http://ninoya.jp/doll/ 

 

★その他「NiNO」関連コンテンツの最新情報はコチラから★ 

NiNO公式ホームページ：http://ninoya.jp/ 

Twitter（NiNO）：http://twitter.com/nino_otome  

Tumblr ブログ：http://nino-game.tumblr.com/ 

 

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

 

  

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

 

株式会社ニノヤ 広報担当 

 E-Mail：info@ninoya.jp 
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