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株式会社ホビーストック企画商品 『ワールドトリガー』 クリアファイル、クリアしおり、トートバッグ、マグカップ、

ポストカードセット 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 2 月 4 日より、下記弊社企画商品の予約受付を開始したことをお知らせいたします。 

『ワールドトリガー クリアファイル デフォルメキャラ 「vol.2 玉狛支部 ver.」／「vol.3 A 級隊員 ver.」』 

『ワールドトリガー クリアしおり 「vol.3 玉狛支部 ver.」／「vol.4 A 級隊員 ver.」』 

『ワールドトリガー トートバッグ 「vol.3 玉狛支部 ver.」／「vol.4 A 級隊員 ver.」』 

『ワールドトリガー マグカップ 「vol.1 玉狛第 2ver.」／「vol.2 玉狛支部 ver.」／「vol.3 A 級隊員 ver.」』 

『ワールドトリガー ポストカードセット 「vol.1 玉狛支部 ver.」／「vol.2 A 級隊員 ver.」』 

全国の玩具店、大手家電量販店、WEB 通販サイトなどでお買い求めいただけます。 

 

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

ホビーストック WEB ショップ「ワールドトリガー」アイテム特集ページ ：http://www.hobbystock.jp/sp/sm/wt/ 

 

■ 『ワールドトリガー クリアファイル デフォルメキャラ 「vol.2 玉狛支部 ver.」／「vol.3 A 級隊員 ver.」』商品説明 

TV アニメ『ワールドトリガー』より、かわいいデフォルメキャラデザイ

ンの A4 サイズ用クリアファイルが登場！ 

「迅悠一」「小南桐絵」「木崎レイジ」「烏丸京介」4 人をデザインした

玉狛支部ver.と「太刀川慶」「出水公平」「風間蒼也」「三輪秀次」の4

人をデザインした A 級隊員 ver.の 2 種類を発売！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ワールドトリガー クリアファイル デフォルメキャラ vol.2 玉狛支部 ver. 

ワールドトリガー クリアファイル デフォルメキャラ vol.3 A 級隊員 ver. 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

素材：PP（ポリプロピレン） 

サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

価格：各 350 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 3 月 

 

 



■ 『ワールドトリガー クリアしおり 「vol.3 玉狛支部 ver.」／「vol.4 A 級隊員 ver.」』商品説明 

TV アニメ『ワールドトリガー』より、かわいいデフォルメキャラデザイ

ンのクリアしおりが登場！ 

「迅悠一」「小南桐絵」「木崎レイジ」「烏丸京介」4 人をデザインした

玉狛支部 ver.と「三輪秀次」「風間蒼也」「太刀川慶」「出水公平」の 4

人をデザインした A 級隊員 ver.の 2 種類を発売！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ワールドトリガー クリアしおり vol.3 玉狛支部 ver. 

ワールドトリガー クリアしおり vol.4 A 級隊員 ver. 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

素材：PP（ポリプロピレン） 

サイズ：縦約 148mm×横約 210mm（A5 サイズ） 

価格：各 500 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 3 月 

 

 

■ 『ワールドトリガー トートバッグ 「vol.3 玉狛支部 ver.」／「vol.4 A 級隊員 ver.」』商品説明 

TV アニメ『ワールドトリガー』より、かわいいデフォルメキャラデザイ

ンのキャンバストートが登場です。 

「迅悠一」「小南桐絵」「木崎レイジ」「烏丸京介」4 人をデザインした

玉狛支部 ver.と「太刀川慶」「出水公平」「風間蒼也」「三輪秀次」の 4

人をデザインした A 級隊員 ver.の 2 種類を発売！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ワールドトリガー トートバッグ vol.3 玉狛支部 ver. 

ワールドトリガー トートバッグ vol.4 A 級隊員 ver. 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 370mm×横約 360mm×マチ約 110mm、持ち手：幅約

25mm×長さ約 470mm 

素材：12oz キャンバス 綿 100％ 

価格：各 1,500 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 3 月 

 

 



■ 『ワールドトリガー マグカップ 「vol.1 玉狛第 2ver.」／「vol.2 玉狛支部 ver.」／「vol.3 A 級隊員 ver.」』商品説

明 

TV アニメ『ワールドトリガー』より、かわいいデフォルメキャラデザイ

ンのマグカップが登場！ 

「空閑遊真」「三雲修」「雨取千佳」をデザインした玉狛第 2ver.、「迅

悠一」「小南桐絵」「木崎レイジ」「烏丸京介」をデザインした玉狛支

部 ver.、「太刀川慶」「出水公平」「風間蒼也」「三輪秀次」の 4 人をデ

ザインした A 級隊員 ver.の 3 種類を発売！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ワールドトリガー マグカップ vol.1 玉狛第 2ver. 

ワールドトリガー マグカップ vol.2 玉狛支部 ver. 

ワールドトリガー マグカップ vol.3 A 級隊員 ver. 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

本体サイズ：直径約 80mm×高さ約 95mm 

素材：陶器 

価格：各 1,200 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 3 月 

 

 

■ 『ワールドトリガー ポストカードセット 「vol.1 玉狛支部 ver.」／「vol.2 A 級隊員 ver.」』商品説明 

TV アニメ『ワールドトリガー』より、4 枚組ポストカードセットが登場で

す！お手紙にはもちろん、コレクションして楽しむのもおススメ！ 

「空閑遊真」「三雲修」「迅悠一」「烏丸京介」をデザインした玉狛支

部 ver.と「太刀川慶」「出水公平」「三輪秀次」「米屋陽介」をデザイン

した A 級隊員 ver.の 2 種類を発売！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ワールドトリガー ポストカードセット vol.1 玉狛支部 ver. 

ワールドトリガー ポストカードセット vol.2 A 級隊員 ver. 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 148mm×横約 100mm 

素材：紙製／フルカラー印刷 

ポストカード 4 枚組セット（4 種類×各 1 枚入り） 

価格：各 500 円＋税 

 

■ 発売日 



2016 年 3 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）葦原大介／集英社・テレビ朝日・東映アニメーション 

 

■ 「ホビーストック支部ペーパーコースター」プレゼントキャンペーン 

ホビーストック WEB ショップで対象商品を購入された方にはもれなく「ホビースト

ック支部ペーパーコースター（非売品）」を 1 つプレゼントいたします。 

 

サイズ：約 90mm×約 90mm 

用紙：コースター専用紙（紙厚 1mm） 

 

対象商品はアイテム特集ページからご確認いただけます。 

ホビーストック WEB ショップ「ワールドトリガー」アイテム特集ページ ：

http://www.hobbystock.jp/sp/sm/wt/ 

 

※対象商品 1 つ購入につき、11 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。 

※特典は充分な数を用意しておりますが、予定数に達した場合、キャンペーン

が終了になります。予めご了承ください。 

※他社メーカーアイテムには購入特典は付きません。 

 

 

 

≪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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(C)2005-2016 HOBBY STOCK inc. 


