2013 年 10 月 25 日

メディア関係者各位

株式会社ホビーストック（HOBBY STOCK inc.）
URL: http://www.hobbystock.co.jp
住所：東京都墨田区千歳 3-18-5 YK ビル
電話：03-5625-5066
E-mail：ws@hobbystock.jp

[AGF2013] ホビーストック出店情報＆販売ページ公開
ホビーストック出店情報＆販売ページ公開のお知らせ
出店情報＆販売ページ公開のお知らせ
株式会社ホビーストックは、本日 10 月 25 日より、2013 年 11 月 2 日（土）・3 日（日）開催「アニメイトガールズフェ
スティバル 2013」の出展情報及び販売ページを公開しましたことをお知らせいたします。
株式会社ホビーストック コーポレートサイト ： http://hobbystock.co.jp/
AGF2013 公式サイト ： http://www.animate.co.jp/special/agf/
AGF2013 ホビーストック出店情報＆販売ページ ： http://hobbystock.jp/sp/agf2013/

■ ホビーストックブース情報
大好評 TV アニメ「Free!」のＡＧＦ２０１３記念グッズの販売、購入特典キ
ャンペーンの実施、新商品の発表、TV アニメ「Free!」の聖地巡礼マップ
の無料配布を行います。
是非弊社ブース（Y-04）へお立ち寄りください！
また、ＡＧＦ２０１３記念グッズは「AGF2013 ホビーストック出店情報＆販
売ページ」にて Web 販売も行います。
※聖地巡礼マップの無料配布は、なくなり次第終了とさせて頂きます。

■ 購入特典
AGF2013 ホビーストックブースでグッズを購入された方、
ホビーストック Web ショップで AGF2013 記念グッズを購入された方には
もれなく「AGF2013 記念ペーパーコースター」が 1 つ付属します。
※商品 1 つ購入につき、5 種類のうちの 1 つがランダムで付属します。
種類は選べません。

■ 販売アイテム
【AGF2013 記念アイテム】
ＡＧＦ２０１３ホビーストックブースとホビーストック Web ショップでしか買うことの出来ないグッズです。
※ＡＧＦ２０１３記念グッズを会場またはホビーストック Web ショップで購入された方は、もれなく「ＡＧＦ２０１３記念
ペーパーコースター」が 1 つ付属します。
※会場での販売物は日ごとに数量に限りがあります。なくなり次第終了とさせて頂きます。
※Web 販売は 11 月 2 日 10 時から受付開始します。

Free!木製岩鳶ちゃんチャーム
Free!木製岩鳶ちゃんチャーム
TV アニメ「Free!」から、遙が部員勧誘のために木で彫った「岩鳶ちゃん」をイメ
ージした、木製のファスナーアクセサリーが登場です！
ポーチやバッグのファスナーなどに取り付けてお楽しみいただけます。
会場・HS 通販購入特典：AGF2013 記念ペーパーコースター
会場販売価格 500 円(税込)
Web 販売価格 525 円(税込)
※イベント会場ではイベント会場特別価格にて販売します。

ぴくりる！Free!
ぴくりる！Free!マグネットブックマーカー遥＆凛
Free!マグネットブックマーカー遥＆凛
TV アニメ「Free!」から、ぴくりる！イラストを使用した可愛らしいマグネットブック
マーカーが登場です。遥＆真琴、怜＆渚のカップリングデザインは AGF 記念商
品の特別なデザインです。読みかけの文庫本などに磁力でぴたっとはさんでくだ
さいね。
会場・WEB 販売購入特典：AGF2013 記念ペーパーコースター
会場販売価格 500 円
Web 販売価格 525 円

ぴくりる！Free!
ぴくりる！Free!マグネットブックマーカー怜＆渚
Free!マグネットブックマーカー怜＆渚
TV アニメ「Free!」から、ぴくりる！イラストを使用した可愛らしいマグネットブック
マーカーが登場です。遥＆真琴、怜＆渚のカップリングデザインは AGF 記念商
品の特別なデザインです。読みかけの文庫本などに磁力でぴたっとはさんでくだ
さいね。
会場・WEB 販売購入特典：AGF2013 記念ペーパーコースター
会場販売価格 500 円
Web 販売価格 525 円

Free！グッズセット
Free！グッズセット 七瀬遥／橘真琴／松岡凛／葉月渚／竜ヶ崎怜
セット内容：ぴくりる！ Free！ お守り／ぴくりる！ Free！ マグネットブックマーカー／ポストカードＡ／ポストカ
ードＢ／Free！ファスナーアクセサリー／Free！ファスナーアクセサリー 制服 ver／Free！ファスナーアクセサリ
ー 岩鳶ちゃん 水着 ver.
会場・WEB 販売購入特典１.Free!ミニショッパー ※ショッパーの色は選べません。
会場・WEB 販売購入特典２.AGF2013 記念ペーパーコースター ※コースターはセットのキャラクターの物が 1 枚
付属します。
会場販売価格 3,000 円
Web 販売価格 3,000 円

【岩美町観光協会限定グッズ】
岩美町観光協会限定グッズ】
普段は岩美町観光協会（鳥取）でしか買えない限定グッズをホビーストックブースでも販売！
会場購入特典：AGF2013 記念ペーパーコースター
※会場のみでの販売です。会場での販売物は日ごとに数量に限りがあります。なくなり次第終了とさせて頂きま
す。
商品名

価格(
価格(税込)
税込)

Free!ポストカードセット（5 枚セット）

\500 (イベント会場価格)

Free! ファスナーアクセサリー 岩鳶ちゃん パンツなし Ver.

\500 (イベント会場価格)

【先行販売グッズ】
先行販売グッズ】
発売前のグッズを一足先にホビーストックブースで販売！
会場購入特典：AGF2013 記念ペーパーコースター
※先行販売グッズに「ＡＧＦ２０１３記念ペーパーコースター」が付属するのは、会場購入の場合のみになります。
※会場での販売物は日ごとに数量に限りがあります。なくなり次第終了とさせて頂きます。会場・WEB 販売購入
商品名

価格(
価格(税込)
税込)

Free！ ヘアポニー（5 種）七瀬遥／橘真琴／松岡凛／葉月渚／竜ヶ崎怜

\各 1,500

ぴくりる！Free!アクリルカラビナ（5 種）七瀬遥／橘真琴／松岡凛／葉月渚
／竜ヶ崎怜

\各 1,050 (Web 販売価格)
\各 1,000 (イベント会場価格)

Free!ガールズセット

\840 (Web 販売価格)

\800 (イベント会場価格)
\1,050 (Web 販売価格)
\1,000 (イベント会場価格)

Free!ブーツキーパー

【ホビーストック限定グッズ】
ホビーストック限定グッズ】
ホビーストック Web ショップでしか買えない限定グッズをホビーストックブースでも販売！
会場購入特典：AGF2013 記念ペーパーコースター
※ホビーストック限定グッズに「ＡＧＦ２０１３記念ペーパーコースター」が付属するのは、会場購入の場合のみに
なります。
※会場での販売物は日ごとに数量に限りがあります。なくなり次第終了とさせて頂きます。会場・WEB 販売購入
商品名

価格(
価格(税込)
税込)

Free! ゴーグルヘアゴム（5 種）七瀬遥／橘真琴／松岡凛／葉月渚／竜ヶ
崎怜

\各 735 (Web 販売価格)
\各 700 (イベント会場価格)

ぴくりる！ Free! マグネットブックマーカー 七瀬 遙＆橘 真琴

\525 (Web 販売価格)
\500 (イベント会場価格)

【発売中グッズ
発売中グッズ】
中グッズ】
発売中のグッズでもホビーストックブースで購入すると「ＡＧＦ２０１３記念ペーパーコースター」が 1 つ付属！
会場購入特典：AGF2013 記念ペーパーコースター
※発売中グッズに「ＡＧＦ２０１３記念ペーパーコースター」が付属するのは、会場購入の場合のみになります。
※会場での販売物は日ごとに数量に限りがあります。なくなり次第終了とさせて頂きます。
商品名

価格(
価格(税込)
税込)

ぴくりる！ Free！ トレーディングストラップ 10 個入り 1BOX

\5,000

Free！ポストカードセット（2 種） A／B

\各 420 (Web 販売価格)
\各 400 (イベント会場価格)

Free！ ファスナーアクセサリー 岩鳶ちゃん 水着 ver.

\525 (Web 販売価格)
\500 (イベント会場価格)

Free！ ファスナーアクセサリー 制服 ver.（5 種）七瀬遥／橘真琴／松岡凛 \各 525 (Web 販売価格)
／葉月渚／竜ヶ崎怜
\各 500 (イベント会場価格)
Free！ ファスナーアクセサリー（5 種）七瀬遥／橘真琴／松岡凛／葉月渚
／竜ヶ崎怜

\各 525 (Web 販売価格)
\各 500 (イベント会場価格)

Free！ スライドミラー（3 種）岩鳶高校／鮫柄学園／岩鳶ちゃん

\各 735 (Web 販売価格)
\各 700 (イベント会場価格)

Free！ ミニシールセット（3 種）ぴくりる！制服／ぴくりる！水着／プールサ \各 366 (Web 販売価格)
イド
\各 350 (イベント会場価格)
■ コピーライト
(C)おおじこうじ・京都アニメーション／岩鳶高校水泳部

■ AGF 情報

乙女ゲーム、アニメ、ＢＬコミック、ホビー、コスプレなど、すべてのジャンルが集結した乙女のための大型イベン
ト AGF が、今年は会場を拡大して開催！
【開催日時】
11 月 2 日（土）・3 日（日）時間 10:00～17:00（16:30 最終入場）
【会場】
池袋サンシャインシティ
【ホビーストックブース】
ブース番号Ｙ-04【Yellow AREA】文化会館 2 階 D ホール

≪本プレスリリースに関するお問い合わせ≫
株式会社ホビーストック（HOBBY STOCK inc.）
URL：

http://www.hobbystock.co.jp

住所：

東京都墨田区千歳 3-18-5 YK ビル

電話：

03-5625-5066

FAX：

03-5625-5088

E-mail： ws@hobbystock.jp
事業内容： ホビー商品の企画、製造、卸売り、小売
EC 業務に関するアウトソーシング
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【発行元】株式会社ホビーストック 住所：東京都墨田区千歳 3-18-5 YK ビル
【ホームページ】 http://www.hobbystock.co.jp/
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