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株式会社ホビーストック企画商品『食戟のソーマ』描き下ろし B2 タペストリー、立体マウスパッド、缶バッジ＆缶

ミラーセット、他 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 11 月 2 日より、弊社企画商品『食戟のソーマ 弐ノ皿 描き下ろし B2 タペストリー 薙切えりな

＆田所恵』、『食戟のソーマ 弐ノ皿 立体マウスパッド 薙切えりな 制服 ver.』、『食戟のソーマ 弐ノ皿 立体マウスパッド 新戸

緋沙子 水着 ver.』、『食戟のソーマ 弐ノ皿 缶バッジ＆缶ミラーセット』10 種、『食戟のソーマ 弐ノ皿 ポストカードセット』2 種、

『食戟のソーマ 弐ノ皿 クリアファイル』2 種の予約受付を開始したことをお知らせいたします。 

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 ： http://hobbystock.jp/ 

 

■ 『食戟のソーマ 弐ノ皿 描き下ろし B2 タペストリー 薙切えりな＆田所恵』 商品説明 

TV アニメ『食戟のソーマ 弐ノ皿』より「薙切えりな＆田所恵」の描き下ろし

水着イラストを使用した B2 サイズのタペストリーが登場！ 

 

※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：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 

価格：3,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2017 年 1 月 

 

 

■ ホビーストック WEB ショップ購入特典 

ホビーストックで購入された方に、タペストリーの元となったイラストを使用した「A4

サイズクリアファイル」が特典で付属します。 

 

ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002337 

 



 

■ 『食戟のソーマ 弐ノ皿 立体マウスパッド 薙切えりな 制服 ver.』 商品説明 

TV アニメ『食戟のソーマ 弐ノ皿』より「薙切えりな」の立体マウスパッドが

登場です！ 

大胆に開いたシャツから垣間見える素肌が魅力の描き下ろしイラストを使

用！ 

 

※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 260mm×横約 220mm×高さ約 35mm（胸部 L サイズ） 

素材：PU・PVC・ジェル（パッド部） 

価格：4,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2017 年 1 月 

 

 

■ ホビーストック WEB ショップ購入特典 

ホビーストックで購入された方に、マウスパッドの元となったイラストを使用した「A4

サイズクリアファイル」が特典で付属します。 

 

ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002339 

 

 

 

■ 『食戟のソーマ 弐ノ皿 立体マウスパッド 新戸緋沙子 水着 ver.』 商品説明 

TV アニメ『食戟のソーマ 弐ノ皿』より「新戸緋沙子」の立体マウスパッド

が登場です！ 

パーカーから垣間見える水着と素肌が魅力の描き下ろしイラストを使

用！ 

 

※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 260mm×横約 220mm×高さ約 35mm（胸部 L サイズ） 

素材：PU・PVC・ジェル（パッド部） 

価格：4,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2017 年 1 月 

 



 

■ ホビーストック WEB ショップ購入特典 

ホビーストックで購入された方に、マウスパッドの元となったイラストを使用した「A4

サイズクリアファイル」が特典で付属します。 

 

ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002338 

 

 

 

■ 『食戟のソーマ 弐ノ皿 缶バッジ＆缶ミラーセット』10 種 商品説明 

TV アニメ『食戟のソーマ 弐ノ皿』から、缶バッジ＆缶ミラーセットが登

場！ 

32 ミリの缶バッジと 57 ミリの缶ミラーをセットにしたお得な商品です。 

 

＜ラインナップ＞ 

食戟のソーマ 弐ノ皿 缶バッジ＆缶ミラーセット 幸平創真 

食戟のソーマ 弐ノ皿 缶バッジ＆缶ミラーセット 薙切えりな 

食戟のソーマ 弐ノ皿 缶バッジ＆缶ミラーセット 田所恵 

食戟のソーマ 弐ノ皿 缶バッジ＆缶ミラーセット 葉山アキラ 

食戟のソーマ 弐ノ皿 缶バッジ＆缶ミラーセット 新戸緋沙子 

食戟のソーマ 弐ノ皿 缶バッジ＆缶ミラーセット 薙切アリス 

食戟のソーマ 弐ノ皿 缶バッジ＆缶ミラーセット タクミ・アルディーニ 

食戟のソーマ 弐ノ皿 缶バッジ＆缶ミラーセット 水戸郁魅 

食戟のソーマ 弐ノ皿 缶バッジ＆缶ミラーセット 一色慧 

食戟のソーマ 弐ノ皿 缶バッジ＆缶ミラーセット 四宮小次郎 

 

※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 

缶バッジサイズ：直径約 32mm 

缶ミラーサイズ：直径約 57mm 

素材：スチール・ミラー 

価格：各 650 円＋税 

 

■ 発売日 

2017 年 1 月 

 

 

 

 

 

 

 



 

■ 『食戟のソーマ 弐ノ皿 ポストカードセット』2 種 商品説明 

TV アニメ『食戟のソーマ 弐ノ皿』から、厳選した場面写を使用したポスト

カードセットが登場！ 

お友達へのメッセージはもちろん、コレクションとしても楽しもう！ 

 

＜ラインナップ＞ 

食戟のソーマ 弐ノ皿 ポストカードセット vol.1 

食戟のソーマ 弐ノ皿 ポストカードセット vol.2 

 

※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 100mm×横約 148mm 

素材：紙 

ポストカード 3 枚組セット（3 種類×各 1 枚入り） 

価格：各 400 円＋税 

 

■ 発売日 

2017 年 1 月 

 

 

 

■ 『食戟のソーマ 弐ノ皿 クリアファイル』2 種 商品説明 

TV アニメ『食戟のソーマ 弐ノ皿』から、A4 サイズ用のクリアファイルが登

場です！ 

 

＜ラインナップ＞ 

食戟のソーマ 弐ノ皿 クリアファイル vol.1 

食戟のソーマ 弐ノ皿 クリアファイル vol.2 

 

※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 

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 

2017 年 1 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 

©附田祐斗・佐伯俊／集英社・遠月学園動画研究会弐 

 

 

 

≪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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