
【公式】ヘスティアマウントフィギュア1/7スケール（14名）
サーバー キャラクター名

ザケン  ぜふぁ

ザケン  ユメメ

ハイネス  maru408%

フレヤ  ♂ティー

インナドリル  レフィス

テオドール  トネチ

ルナ  てっくん

ティアト  ArcTuruS

ガイナーク  くま野郎

ユージン  釘ゅ神様

ベレス  FuMi.SeveN

ハイネス  Rush

ドビアンヌ  シュタインハート

ベレス  なす

【公式】アイズ・ヴァレンシュタインフィギュア1/8スケール（29名）
サーバー キャラクター名

テオン  Satan

アイメル  燈乃りんご

アナキム  RIZER

キャスティエン  ミネア

ハイネス  Braves

リオナ  ネモネード

テオドール  水槽にたい焼き！

インナドリル  ヒヌチーヌ

ガイナーク  はたりん

ハイネス  仕草

ザケン  Ｏmega

ベレス  レイフィア

フランツ  Kizmel

キャスティエン  Elmyr@

ハイネス  RolliPop

フランツ  アドリビトム

ザケン  ☆明日奈☆

フレヤ  エアリス

ハイネス  たけぽん。

フランツ  ほたる

キャスティエン  ・ドテチン・

テオン  バタコちゃん

ガイナーク  ニーナ♪

ルナ  エムル

ザケン  Ｈ＠Ｌ３

キャスティエン  オトモ@黒猫団

ヒンデミット  kyouno

テオドール  sugi36

フレヤ  ALFIN

【公式】寄り添いシーツヘスティア（29名）
サーバー キャラクター名

ヒンデミット  ぶらんてぃーに

ベレス  onionman

フレヤ  もちょ

フェルネル  personalup

ユージン  ヒノマルDD

テオドール  ルードヴィッヒ

ベレス  はかいしん



ヒンデミット  sofia

ルナ  あぽたろ神

ドビアンヌ  FBK.シロ

テオン  玲凛

イスティナ  熊衛門vol.7

リオナ  かに将軍

ティアト  てりたま

アナキム  ともゆき

パンドラ  キュアゲームくそ

テオン  あいだもも

キャスティエン  熊人間

ティアト  梅田女学院A子

ユージン  アズカ

フランツ  テピラト

インナドリル  ＨＡＲＵ

ルナ  天乃貴人

キャスティエン  くーちゃん

テオドール  シャロン

アナキム  たつ

フランツ  ねろ

フレヤ  MGさん

イスティナ  1馬力

【公式】ダイカットクッションヘスティア（40名）
サーバー キャラクター名

ベレス  ろぺ

カイン  Leopard

インナドリル  アシュリー

ベレス  パイ仙滅

キャスティエン  ルカディエス

テオドール  Danjou

ルナ  ツインスター

リオナ  つ一くん

ヒンデミット  かなちょ。

アナキム  ニュルこむ

ガイナーク  クマオは金髪少女

フェルネル  咲夜剣士

フェルネル  イヴァ

フリンテッサ  武条

テオドール  うえ

アイメル  Ｒ・ザルガバース

ザケン  鞆や

ザケン  メグ

アイメル  SANE

キャスティエン  ナリ

アナキム  かばんちゃん

カイン  黒猫-

ルナ  あなたの忠犬

イスティナ  隊長の嫁

ルナ  ネイシャル

フェルネル  シェスタ

テオン  Attribute

パンドラ  ぷーちゃん★

アイメル  かにっこ

ルシファー  シロクマ。

フランツ  朱雀♪

リオナ  K332@

フレヤ  ウッキン

イスティナ  怠惰なるkei将



アイメル  るき

カイン  青き背骨

ガイナーク  もこ。

ルナ  Yukie

リリス  白ごま

ガイナーク  iori_

【公式】ダイカットクッションアイズ（40名）
サーバー キャラクター名

リオナ  ミカン,

アナキム  白うさぎMOKO

ヒンデミット  fngf

ルナ  オビラプター

ティアト  KURO

アナキム  sight

フレヤ  詠〜L〜

リオナ  シルフィーナ#

オルフェン  Sette

ルナ  シアト

アイメル  氷結の魔女．

ルナ  OOE4

アナキム  おためっしぃ

ハイネス  カーボン

フランツ  プリンセス

フレヤ  月島

フレヤ  ［キリト］

ティアト  ウルフ

フェルネル  ななりぃ

リリス  キルニャ

ザケン  ユティカ

ベレス  Sihandai_@3

カイン  ないくん

フェルネル  とっつん

リオナ  ゼナ#

キャスティエン  Antinomy

ヒンデミット  キノア

リリス  hiroharu

インナドリル  たいいいいい

ザケン  清舟☆

フランツ  ケテル

オルフェン  火星

ヒンデミット  おりひめ

アイメル  てんもも

インナドリル  ンドゥルルル#

パンドラ  ぽめらびにゃん★

アナキム  アレンティー

フレヤ  アインズ

ガイナーク  れおる

ルシファー  YS46@


