2017 年 8 月 3 日

メディア関係者各位

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
E-mail：ws@hobbystock.jp

株式会社ホビーストック企画商品『ガールズ&パンツァー』むにゃもちよんごうせんしゃ クッション、ボコ
iPhone7 シリコンケースなど 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 8 月 3 日より、下記弊社企画商品の予約受付を開始しました。
『ガールズ＆パンツァー 劇場版 むにゃもちよんごうせんしゃ クッション』
『ガールズ＆パンツァー 劇場版 ボコ iPhone7 シリコンケース』
『ガールズ＆パンツァー 最終章 フリースブランケット』
『ガールズ＆パンツァー 最終章 マルチクロス』
『ガールズ＆パンツァー 最終章 アクリルキーホルダー』5 種
『ガールズ＆パンツァー 最終章 缶バッジセット あんこうチーム』
全国のホビー・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「ガールズ＆パンツァー」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/garupan/

■ 『ガールズ＆パンツァー 劇場版 むにゃもちよんごうせんしゃ クッション』商品説明
『ガールズ＆パンツァー 劇場版』よりダイカットクッションが登場で
す。
クッションの素材は、お餅みたいに柔らかく、夢見心地のような肌触
り。
イラストはこのクッションに合うようにクレヨンで描いたようなかわい
いデザイン。
裏面は作品をイメージした総柄で、両面お楽しみいただける仕様と
なっております。

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。

■ 商品仕様
サイズ：縦 280mm×横 430mm×厚さ 130mm
素材：（表）もちもち生地（ポリエステル）、 （中綿）もちもち綿（ポリエ
ステル）
価格：3,000 円＋税

■ 発売日
2017 年 11 月

■ 『ガールズ＆パンツァー 劇場版 ボコ iPhone7 シリコンケース』商品説明
『ガールズ＆パンツァー 劇場版』からボコられグマの「ボコ」のシリコ
ン iPhone ケースが登場です！
ぷっくりとした立体感がかわいいダイカットデザイン。
ボコの魅力を存分に主張できるアイテムとなっております！

■ 商品仕様
サイズ：縦 158mm×横 135mm×厚さ 15mm
材質：シリコン
対応機種：iPhone7
対象年齢：15 歳以上
＜ご注意（ご購入前に必ずお読みください）＞
・本製品は iPhone7 対応です。
・本製品は傷や衝撃から完全に iPhone を保護するものではありませ
ん。
・熱器具の周辺や、極端に高温になる場所に放置しないでください。
・汚れた場合は乾いた布や、よく絞った布で拭いてください。この時、
洗剤などを使用しないでください。変質の原因となります。
※iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標で
す。

価格：3,000 円＋税

■ 発売日
2017 年 9 月

■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 フリースブランケット』商品説明
『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、フリースブランケットが登場！
表は抱き枕カバーなどにも使われるスムースニット生地にイラストを
プリントしており発色が良く高クオリティ！
裏はあたたかなフリース素材仕様です！

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。

■ 商品仕様
サイズ：縦約 900mm×横約 650mm
素材：［表］スムーストロン/［裏］フリース（グレー）
価格：5,000 円＋税

■ 発売日
2017 年 10 月

■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 マルチクロス』商品説明
『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、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。

■ 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

■ 発売日
2017 年 10 月

■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 アクリルキーホルダー』5 種 商品説明
『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、アクリルキーホルダーが登場
です！

＜ラインナップ＞
ガールズ＆パンツァー 最終章 アクリルキーホルダー 西住みほ
ガールズ＆パンツァー 最終章 アクリルキーホルダー 武部沙織
ガールズ＆パンツァー 最終章 アクリルキーホルダー 五十鈴華
ガールズ＆パンツァー 最終章 アクリルキーホルダー 秋山優花里
ガールズ＆パンツァー 最終章 アクリルキーホルダー 冷泉麻子

※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 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：各 600 円＋税

■ 発売日
2017 年 10 月

■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 缶バッジセット あんこうチーム』商品説明
『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、缶バッジセットが登場！
「西住みほ」「武部沙織」「五十鈴華」「秋山優花里」「冷泉麻子」のあ
んこうチーム 5 人セットになります。
直径 57mm のちょっと大きめの缶バッジで存在感抜群！
バッグなどにつけて推しをアピールしよう！

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。

■ 商品仕様
5 個セット
サイズ：直径 57mm
素材：スチール
価格：1,500 円＋税

■ 発売日
2017 年 10 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

©GIRLS und PANZER Film Projekt
©GIRLS und PANZER Finale Projekt

≪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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