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株式会社ホビーストック企画商品『戦姫絶唱シンフォギア GX』アルカ・ノイズぬいぐるみ、ラバーストラップ、描

き下ろし B2 タペストリー 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 4 月 1 日より、弊社企画商品『戦姫絶唱シンフォギア GX アルカ・ノイズぬいぐるみ』『戦姫絶

唱シンフォギアＧＸ 戦姫絶唱しないトレーディングストラップ その 1』『戦姫絶唱シンフォギア GX 描き下ろし B2 タペストリー ガ

リィ＆ミカ』の予約受付を開始いたしました。 

『戦姫絶唱シンフォギア GX アルカ・ノイズぬいぐるみ』『戦姫絶唱シンフォギア GX 描き下ろし B2 タペストリー ガリィ＆ミカ』は

ホビーストック WEB ショップ限定での販売となります。 

また、『戦姫絶唱シンフォギア GX 描き下ろし B2 タペストリー ガリィ＆ミカ』は期間限定での予約受注生産となります。 

『戦姫絶唱シンフォギアＧＸ 戦姫絶唱しないトレーディングストラップ その 1』につきましては、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。 

また、『雪音クリス おっぱいマウスパッド』『レイアのコイン』『響のヒヨコ T シャツ』の再販決定、予約受付を開始したことをお知

らせいたします。 

 

ホビーストック WEB ショップ「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 描き下ろしタペストリー企画特設ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/tapestry/ 

 

 

■ 【ホビーストック限定商品】「戦姫絶唱シンフォギア GX アルカ・ノイズぬいぐるみ」商品説明 

TV アニメ「戦姫絶唱シンフォギア GX」から、「ノイズ」に変わる新たな脅威

「アルカ・ノイズ」がぬいぐるみになってゆるーく襲来ッ！ 

 

腕と脚にジョイントを仕込み、自在にポーズをとることができます。 

さらに腕の解剖器官にはワイヤーが仕込まれており、劇中同様巻笛のよう

に巻いた状態から伸ばすことが可能！ 

また脚にも同様にワイヤーが仕込まれているため、膝を曲げてあぐら状態

で座らせることもできます。 

単体はもちろんのこと、ザコノイズらしく複数絡めてお楽しみいただけるぬ

いぐるみとなっています！ 

 

※ぬいぐるみなので強化型のシンフォギアを纏わなくてもお触りいただけま

す。 

※起立時に自立はしません。 

※サンプル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 220mm×横約 140mm×奥行き約 100mm（起立時：縦約 270mm） 

素材：ポリエステル 

デフォルメデザイン：As'まりあ 

価格：4,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 7 月 

 

 

■ 「戦姫絶唱シンフォギアＧＸ 戦姫絶唱しないトレーディングストラップ その 1」商品説明 

TV アニメ第 4 期＆第 5 期制作決定！ 

「戦姫絶唱シンフォギア GX」に登場するキャラクターたちがちっちゃキュ

ートなラバーストラップになって登場です！ 

響や翼などお馴染みのキャラはもちろん、キャロルやオートスコアラーな

ど錬金術師勢力もラインナップ！ 

BD・DVD の映像特典「戦姫絶唱しないシンフォギア」テイストのイラストは

もちろん描き下ろし！ 

今後発売予定の第 2 弾も揃えてお楽しみください！ 

 

＜ラインナップ＞ 

・立花響 

・風鳴翼 

・雪音クリス 

・マリア・カデンツァヴナ・イヴ 

・月読調 

・暁切歌 

・キャロル・マールス・ディーンハイム 

・小日向未来 

・レイア・ダラーヒム 

・ファラ・スユーフ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

全 10 種 ※1BOX のご購入で全 10 種揃います。 

サイズ：全高約 70mm 

素材：ソフト PVC（ラバー） 

付属品：イヤホンジャック（1 ピースに 1 個付属） 

価格：1 ピース 600 円＋税／1BOX 6,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 7 月 

 

 



■ ホビーストック WEB ショップ BOX 購入特典企画 

ホビーストックで購入された方にはもれなく、「緒川慎次」のラバーストラップが特典で付属

します。 

 

【HS 特典付】戦姫絶唱シンフォギア GX 戦姫絶唱しないトレーディングストラップ その 1 10

個入り 1BOX 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00001836 

 

 

■ 【ホビーストック限定商品】「戦姫絶唱シンフォギア GX 描き下ろし B2 タペストリー ガリィ＆ミカ」商品説明 

※この商品は期間限定販売となります。 

※受付期間：2016 年 4 月 1 日(金)00:00 ～ 2016 年 4 月 15 日

(金)12:00 

 

TV アニメ「戦姫絶唱シンフォギアＧＸ」より描き下ろしタペストリーが発

売決定！ 

第 5 弾はオートスコアラー「ガリィ・トゥーマーン」と「ミカ・ジャウカー

ン」！ 

リボンの結び直しも想い出の摂取もガリィがいないとダメダメなミカ。 

オートスコアラーたちの存在したかもしれない日常風景を描いた 1 枚

なんだゾ！ 

 

ホビーストック WEB 限定での予約受注生産となります！！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承くだ

さい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：B2 サイズ（縦 728mm×横 515mm) 

素材：ポリエステルスエード 

パイプ・紐付き 

作画：大久保義之 

背景：市倉敬 

仕上げ：篠原愛子 

撮影：影山慈郎（T2studio） 

価格：3,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 5 月 

 

■ ホビーストック限定 描き下ろしタペストリー企画 

ホビーストック限定 描き下ろしタペストリー企画は、紳士のための描き下ろしイラストによるタペストリーを、ホビーストック Web

ショップやイベントのみで販売する企画です。 

新商品は毎月発表ペースで展開します。 

 



ホビーストック限定 描き下ろしタペストリー企画特設ページ 

http://www.hobbystock.jp/sp/tapestry/ 

 

 

■ 『雪音クリス おっぱいマウスパッド』『レイアのコイン』『響のヒヨコ T シャツ』再販決定！ 

『雪音クリス おっぱいマウスパッド』『レイアのコイン』『響のヒヨコ T シャツ』の再販決定！ 

この機会にお買い求めください。 

 

 

■ 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 

 

 

 

≪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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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. 


