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株式会社ホビーストック企画商品 『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』T シャツ、ナップサ

ックなどグッズ各種 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 2 月 16 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。 

 

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- フルグラフィック T シャツ』3 種 

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- ナップサック』 

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- マフラータオル』 

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- マルチクロス』 

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- 扇子』 

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- ブックカバー』 

 

全国のアニメショップ、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『ソードアート・オンライン』アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/sao/ 

 

 

■ 『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- フルグラフィック T シャツ』3 種 商品詳細 

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- 』から、

キャラクターのイラストをフルカラーで全面にプリントした T シャツが登

場です。 

 

＜ラインナップ＞ 

キリト 

明日奈 

直葉 

 

＜襟の形状＞ 

キリト→V ネック 

明日奈・直葉→クルーネック 

 

※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。 

※こちらの商品はフロントのみのプリントとなります。 

※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分に若干のカスレやプリント切れが生じます。ご了承ください。 

 



■ 商品仕様 

サイズ： 

S（身丈約 66cm/約身幅 49cm/袖丈約 19cm） 

M（身丈約 70cm/身幅約 52cm/約袖丈 20cm） 

L（身丈約 74cm/身幅約 55cm/袖丈約 22cm） 

XL（身丈約 78cm/身幅約 58cm/袖丈約 24cm） 

素材：綿 100％ 

カラー：ホワイト 

価格：各 6,000 円＋税 

 

■ 発売月 

2017 年 4 月 

 

 

■ 『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- ナップサック』 商品詳細 

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- 』から、

ナップサックの登場です。 

 

※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：約 W350xH490mm 

素材：綿 

フルカラープリント 

価格：2,500 円＋税 

 

■ 発売月 

2017 年 4 月 

 

 

■ 『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- マフラータオル』 商品詳細 

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- 』から、

マフラータオルの登場です。 

綿 100％なので使い心地は抜群です。 

 

※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：縦約 1150x 横約 200mm 

素材：綿 100％ 

フルカラープリント 

価格：2,100 円＋税 

 



■ 発売月 

2017 年 4 月 

 

 

■ 『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- マルチクロス』 商品詳細 

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- 』から、

マルチクロスの登場です。 

メガネや携帯の液晶を拭いたり、ハンカチとしてご使用ください。 

 

※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 280mm×横約 220mm 

素材：マイクロファイバー 

フルカラープリント 

価格：600 円＋税 

 

■ 発売月 

2017 年 4 月 

 

 

■ 『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- 扇子』 商品詳細 

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- 』から、

扇子の登場です。 

 

※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：7 寸 30 間（約 21cm） 

材質：シルク 

扇骨色：黒 

片面レーザープリント 

価格：1,800 円＋税 

 

■ 発売月 

2017 年 4 月 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- ブックカバー』 商品詳細 

『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- 』から、

ブックカバーの登場です。 

原作小説に使える文庫本サイズになっています。 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了

承ください。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 165mm×横約 310mm（文庫サイズ用） 

素材：帆布 

価格：1,200 円＋税 

 

■ 発売月 

2017 年 4 月 

 

 

 

■ 発売・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://www.hobbystock.co.jp/ 

 

■ コピーライト 

(c)2016 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊／SAO MOVIE Project 

 

 

 

≪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)2005-2017 HOBBY STOCK inc. 


