2018 年 3 月 1 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『戦姫絶唱シンフォギア AXZ 描き下ろし B2 タペストリー 雪音クリス×快傑
☆うたずきん！』、『戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED』A3 タペストリー、パスケース、手帳型スマートフォン
ケース 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 3 月 1 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。

『戦姫絶唱シンフォギア AXZ 描き下ろし B2 タペストリー 雪音クリス×快傑☆うたずきん！』
『戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED A3 タペストリー』4 種
『戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED パスケース』6 種
『戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED 手帳型スマートフォンケース』8 種

『戦姫絶唱シンフォギア AXZ 描き下ろし B2 タペストリー 雪音クリス×快傑☆うたずきん！』はホビーストック WEB ショップ限定
販売、『戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED A3 タペストリー』4 種、『戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED パスケース』6 種、
『戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED 手帳型スマートフォンケース』8 種につきましては全国のホビー・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「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 WEB ショップ限定】『戦姫絶唱シンフォギア AXZ 描き下ろし B2 タペストリー 雪音クリス×快
傑☆うたずきん！』商品説明
『戦姫絶唱シンフォギア AXZ』より、アニメ描き下ろしによる B2 サイズのタペ
ストリーがホビーストック WEB ショップ限定で登場！

「もしもクリスがうたずきんのコスチュームに着替えたら・・・」をテーマに、キ
ャラクターデザイン/総作画監督の藤本さとる氏にイメージイラストを描き下
ろして頂きました！
『快傑☆うたずきん！』に夢中なクリスらしくイキイキとした表情で、可愛さ
全開の姿をお楽しみ頂ける 1 枚です！

※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 728mm×横約 515mm（B2 サイズ）

素材：ポリエステルスエード
パイプ・紐付き
作画：藤本さとる
仕上：篠原愛子（ライデンフィルム)
撮影：植田真樹
価格：3,000 円＋税

■ 発売日
2018 年 4 月

■ 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-00003312

■ 『戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED A3 タペストリー』4 種 商品説明
シンフォニックバトル RPG『戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED』よ
り、メモリアカードを枠なしで堪能できる A3 サイズのタペストリーが登
場！
壁などに飾ってお楽しみ下さい！

＜ラインナップ＞
疲労困憊（響＆クリス＆調＆切歌）
おさかな集合大作戦（響＆切歌）
雨に濡れて（クリス＆調）
浜辺のデュエル（翼＆マリア）

※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 420mm×横約 297mm（A3 サイズ）
素材：ポリエステルスエード
パイプ・紐付き
価格：各 1,500 円＋税

■ 発売日
2018 年 4 月

■ 『戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED パスケース』6 種 商品説明
シンフォニックバトル RPG『戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED』よ
り、シンフォギアカードデザインのパスケースが登場！！
ボールチェーン付きで IC カード入れの他、大きめのキーホルダーと
してもご使用いただけます。

＜ラインナップ＞
立花響【我流・無明連殺】
小日向未来【暁光】
雪音クリス【ARTHEMIS EIDOLON】
月読調【殺 Χ式・裂風残車輪】
暁切歌【虚激・威 S ゥん暴 u シ】
クリス＆調＆切

※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 60mm×厚さ約 6mm
素材：PS・鉄
価格：各 1,000 円＋税

■ 発売日
2018 年 4 月

■ 『戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED 手帳型スマートフォンケース』8 種 商品説明
シンフォニックバトル RPG『戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED』よ
り、手帳型スマートフォンケースが登場！
端末の取り付けには吸着パッドを採用し、機種を選ばずご使用いた
だけます。
パッド部分が上にスライドするため、ケースを装着したままの写真撮
影が可能。
ケースの内側には IC カードなどの収納に便利なカードポケット付き
です。

＜ラインナップ＞
雪音クリス【ARTHEMIS EIDOLON】 M サイズ／L サイズ
月読調【殺 Χ式・裂風残車輪】 M サイズ／L サイズ
暁切歌【虚激・威 S ゥん暴 u シ】 M サイズ／L サイズ
マリア・カデンツァヴナ・イヴ【DESPAIR†BREAK】 M サイズ／L サイ
ズ

※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。

※本製品に磁気カードを保管しないでください。破損する場合がございます。

■ 商品仕様
＜対応スマートフォン＞
M サイズ：縦約 142mm×横約 69mm までのスマートフォン
L サイズ：縦約 162mm×横約 80mm までのスマートフォン
＜サイズ＞
M サイズ：
・閉じた状態：縦約 142mm×横約 83mm
・開いた状態：横約 163mm（マグネット式止め具部分除く）
L サイズ：
・閉じた状態：縦約 162mm×横約 93mm
・開いた状態：横約 185mm（マグネット式止め具部分除く）
＜素材＞
ケース部分：PU レザー（合皮）
スライド台座：ABS
価格：各 3,200 円＋税

■ 発売日
2018 年 4 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
©Project シンフォギア AXZ
© Project シンフォギア © Project シンフォギアＧ © Project シンフォギアＧＸ
© Project シンフォギア AXZ © bushiroad All Rights Reserved. © Pokelabo, Inc.

≪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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