
C-CLAYSは皆様のおかげで、2014年9月1日に10周年を迎えました♪　この場を借りて心よりお礼申し上げます！　～The 10th anniversary of C-CLAYS. Thank you for always being with us!～

その他iPhoneケース／ストラップ（チャーム）など

委託作品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　C-CLAYS & K2 SOUND コミックマーケット86　＜2日目・東シ-17ab＞　

イベント限定♪　特別価格グッズ イベント新作！　音楽ＣＤ＆グッズ

新作・イベント限定価格・委託etc 

大きめスポーツタオル天龍 

2,000円のところイベント限定 

1,000円 

iPhone5ケース 

霊夢／紫 

各3,000円のところ 

イベント限定 

各1,500円 

【委託】植田亮 

東方画集 

蜻蛉第3幕 

小峠舞『ZERO』 

オリジナル楽曲 

各1,000

東方ポスターカレンダー 2014年／2013年 

2,000円のところイベント限定 各1,000円 

2013年 2014年 

天狗Ｔシャツ 白／青／緑  Ｍ／Ｌサイズ ※青のみＳ有り 

1,000円 
2,500円のところイベント限定 

2,500円のところイベント限定 

C-CLAYS 東方アレンジ 

『Peimo -プリモ-』（Vo.5/In.3) 

K2 SOUND 東方アレンジ 

『Secondo -セコンド-』（Vo.5/In.3) 

小峠 舞オンリーワン・東方アレンジ 

『舞音3 ～To the future～』 

（Vo.8） 

【＋もう一点お求めで】 

天津風マグネットクリップ付き♪ 

艦これアレンジ『焔ノ旗』（Vo.4/In.2） 

『Primo』と『Second』を同時お求めで【ぬえ】スティックポスター付き♪ 

各7,000円 

新作 

音楽ＣＤ 

島風もふもふフードマフラー 

 4,500円 

2015年 東方ポスターカレンダー 2,000円 

1.8m！等身大タペストリー（A&J社製、Ｗスエード） 

【東方】47.橙／【艦これ】05.加賀 

各1,000円 

東方 
47 

艦これ 
05 

iPhone6/6+ 

手帳型ケース 

【東方】レミリア＆咲夜 

【艦これ】金剛 

2,500円 

カードポケット

とストラップ用

の穴付き♪ 

天津風のマグネットク

リップ付き♪前を閉じ

るのに使ってね 

※両面起毛素材なので 

 裏も表ももこもこ！ 

 とっても暖かい作りに 

 なっています。 

妖々夢パーカー ネイビー（SML） 

バーガンディ（L） オリーブ（ML） 

1,500円 
4500円のところ、 

イベント限定 

紅魔館Ｔシャツ ピンク Ｓ／Ｍ 

1,000円 

iPhone6ケース 

【東方】文／椛 

【艦これ】金剛 

      天津風 

各2,000円 

メタルチャーム 

【東方】レミリア／こいし 

     幽香／天子 

【艦これ】金剛／島風 

各700円 

※iPhone6/6＋ 各2サイズあります！ 

新作はこちら 



46.はたて／45.雛

44.霍青／43.映姫

42.衣玖／41.神子

40.ぬえ／38.萃香

37.うどんげ／36.にとり

35.阿求／33.華扇

32.布都 ／ 31.お空

30.ナズーリン

29.小傘

28.天子 ／ 27.幽香

26.こいし ／ 25.フラン／24.お燐

23.さとり／22.美鈴 ／ 21.パチュリー

20.輝夜 ／ 19.永琳／18.白蓮

12.咲夜／11.レミリア／03.魔理沙

17.寅丸 ／16.慧音／ 14.早苗

13.神奈子 ／ 10.諏訪子／⑨.チルノ

寒い中、ありがとうございます！

体力の許す限り楽しんで参りましょう♪

※予めのお金のご用意に

　ご協力頂けますと幸いです。

※特典は数に限りがございます。

　無くなり次第終了となります。

浮符音(Vo6/in3) ／ 桜歌(Vo7/in3) ／ 天津星(Vo5/in5) ／ Alba(Vo5/in3) ／ Vivace(Vo5/in3) ／ 煌彩(vo6 in2) ／ 氷凛(vo6 in2)

各7,000円瞬還(Vo5 in4) ／ 麗鳴(vo11) ／ 咲禮(vo6 in5) ／星月夜(vo8 in5)

旧作艦これ　音楽CD & グッズ 旧作東方グッズ

C-CLAYS & K2 SOUND コミックマーケット87　＜2日目・東シ-17ab＞　　　　　　　　　　
旧作東方アレンジ音楽CD 旧作東方タペストリー　※03～10,13,14はスエード素材、その他は厚手のダブルスエード素材

輝跡III（Vo.10）／ 幽幻（Vo.5/In.5) ／ 天禮（Vo.5/In.3) ／ 儚穹（Vo.5/In.3) ／ 輝跡II（Vo.10）／憐華（Vo.5/In.3） ／ 冥月（Vo.4/In.4）

各CDともに視聴をご用意しております♪　お気軽にお声かけください！

 零雲（Vo.5/In.3） ／ 珠戯曲（Vo.4/In.4） ／ 輝跡（Vo.10） ／ 明醒(Vo4/in4) ／ 宵麗 (Vo4/in4) ／ 飛鐘(Vo4/in4) ／ YES！(Vo10)

詩夏(Vo4/in4) ／ 花舞 (Vo5/in3) ／ 縁紫 (Vo5/in3) ／ 聖謐 (Vo5/in3) ／ 光ノ朝 (Vo5/in3) ／ 響宴 (Vo5/in4) ／ 水斎(Vo6/in3)

小峠舞オンリー 

東方アレンジ 

「舞音」 

シリーズ 

各1,000円 

17＆16＆14 ＆  

13 ＆10 ＆ ⑨ は、 

旧作一覧 

180ｃｍ等身大タペストリー 

（ダブルスエード・Ａ＆Ｊ社） 各7,000円 

01.金剛／02.島風／03.愛宕／04.天津風 

ドライメッシュ速乾 

Ｔシャツ 

全面フルカラー 金剛 

※フリーサイズ 

6,000円 

番ヒノ翼 

（Vo.4/In.2） 

艦これアレンジ音楽ＣＤ 

500円 

Burning Love！  

（Vo.2/In.3）  

Splash！ 

（Vo.4/In.2） 

各1,000円 

01 02 03 04 

高級京扇子 両面印刷 

霊夢＆早苗 / 霊夢＆紫 

各2,000円 

ドライメッシュ速乾 Ｔシャツ 

全面フルカラー 

アリス／幽々子/妖夢 

各6,000円 

41 42 

⑨ 13 10 14 17 

各4,000円！・・・・ 

12 11 03 
18 
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20 

19 

33 35 36 37 38 40 

17＆16＆14 ＆  

13 ＆10 ＆ ⑨ は、 

43 44 45 46 

※メタルチャーム、 

 iPhoneケースは1枚目 

 左下をご覧ください♪ 


