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ホビーストック WEB ショップ限定 『戦姫絶唱シンフォギア GX』抱き枕カバー2 種、T シャツ 2 種 予約受付開始

のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、本日 12 月 21 日より、弊社企画商品「戦姫絶唱シンフォギア GX 風鳴翼 抱き枕カバー」「戦姫絶唱

シンフォギア GX マリア・カデンツァヴナ・イヴ 抱き枕カバー」「戦姫絶唱シンフォギア GX カットイン T シャツ Glorious Break」

「戦姫絶唱シンフォギア GX カットイン T シャツ 風輪火斬 月煌」（ネイビー／ホワイト）の予約受付を開始したこと及び、「戦姫

絶唱シンフォギア GX 立花響 抱き枕カバー」「戦姫絶唱シンフォギア GX 雪音クリス 抱き枕カバー」の再販が決定、予約受付

を開始したことをお知らせいたします 

いずれもホビーストック WEB ショップ限定販売商品です。 

 

株式会社ホビーストック コーポレートサイト ： http://hobbystock.co.jp/ 

「戦姫絶唱シンフォギア」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/symphogear/ 

 

■ 【ホビーストック限定商品】「戦姫絶唱シンフォギア GX 風鳴翼 抱き枕カバー」商品説明 

TV アニメ「戦姫絶唱シンフォギア GX」から、「風鳴翼」の抱き枕カ

バーが登場！ 

無防備な姿のイラストは両面描き下ろし！ 

 

生地には A＆J 製最高級生地「ライクトロン（2WAY トリコット）」を

使用。 

滑らかな肌触りで、最高のイラストを最高の生地でお楽しみくださ

い！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご

了承ください。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 160cm×横約 50cm 

素材：ライクトロン（2way トリコット） 

作画：藤本さとる 

仕上げ：篠原愛子 

撮影：影山慈郎（T2 studio） 

価格：12,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 3 月 



 

 

■ 【ホビーストック限定商品】「戦姫絶唱シンフォギア GX マリア・カデンツァヴナ・イヴ 抱き枕カバー」商品説明 

TV アニメ「戦姫絶唱シンフォギア GX」から、「マリア・カデンツァヴ

ナ・イヴ」の抱き枕カバーが登場！ 

無防備な姿のイラストは両面描き下ろし！ 

 

生地にはA＆J製最高級生地「ライクトロン（2WAYトリコット）」を使

用。 

滑らかな肌触りで、最高のイラストを最高の生地でお楽しみくださ

い！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご

了承ください。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 160cm×横約 50cm 

素材：ライクトロン（2way トリコット） 

作画：藤本さとる 

仕上げ：篠原愛子 

撮影：影山慈郎（T2 studio） 

価格：12,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 3 月 

 

 

■ 【ホビーストック限定商品】「戦姫絶唱シンフォギア GX カットイン T シャツ Glorious Break」商品説明 

TV アニメ「戦姫絶唱シンフォギア GX」から、響が放った

「Glorious Break」のカットインをデザインした T シャツが

登場！ 

右肩にはガングニールのアウフヴァッヘン波形、バック

にはオートスコアラーたちを撃破した5人の必殺技を取り

入れました。 

シンフォギアのエネルギーをひとつに束ねた「Glorious 

Break」にふさわしく、全員の必殺技がデザインされた 1

枚です！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、

予めご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

サイズ： 

S（身丈 66cm/身幅 49cm/袖丈 19cm） 

M（身丈 70cm/身幅 52cm/袖丈 20cm） 



L（身丈 74cm/身幅 55cm/袖丈 22cm） 

XL（身丈 78cm/身幅 58cm/袖丈 24cm） 

素材：綿 

価格：3,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 2 月 

 

 

■ 【ホビーストック限定商品】「戦姫絶唱シンフォギア GX カットイン T シャツ 風輪火斬 月煌」（ネイビー／ホワイ

ト）商品説明 

TV アニメ「戦姫絶唱シンフォギア GX」から、風鳴翼の必殺

技のカットインをデザインした T シャツが登場！ 

フロントとバックを使い「風輪火斬 月煌」の筆文字を大胆に

デザインしました！ 

今回はネイビーに加えホワイトの本体色も用意。好きな色

で常在戦場の意志を体現しよう！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、

予めご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

サイズ： 

S（身丈 66cm/身幅 49cm/袖丈 19cm） 

M（身丈 70cm/身幅 52cm/袖丈 20cm） 

L（身丈 74cm/身幅 55cm/袖丈 22cm） 

XL（身丈 78cm/身幅 58cm/袖丈 24cm） 

素材：綿 

価格：3,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 2 月 

 

 

■ 発売元・販売元 

株式会社ホビーストック 

〒130-0025 

東京都墨田区千歳 3-18-5 

http://hobbystock.co.jp/ 

 

■ コピーライト 

(C)Project シンフォギアＧＸ 

 

 

 



 

■ 【ホビーストック限定商品】「戦姫絶唱シンフォギア GX 立花響 抱き枕カバー」「戦姫絶唱シンフォギア GX 雪

音クリス 抱き枕カバー」再販決定！ 

「戦姫絶唱シンフォギア GX 立花響 抱き枕カバー」「戦姫絶唱シンフォギア GX 雪音クリス 抱き枕カバー」の再販が決定。

ホビーストック WEB ショップにて予約受付を開始しました。 

 

 

 

≪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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