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株式会社ホビーストック企画商品 『ガールズ＆パンツァー 最終章 西住まほ 添い寝抱き枕カバー』、『ガール

ズ＆パンツァー 最終章 ガルパンめんこ道はじめます！』アクリルキーホルダー、ビッグサイズトートバッグ、

缶バッジセット、クリアファイル 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 28 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 最終章 西住まほ 添い寝抱き枕カバー』 

『ガールズ＆パンツァー 最終章 ガルパンめんこ道はじめます！ アクリルキーホルダー』5 種 

『ガールズ＆パンツァー 最終章 ガルパンめんこ道はじめます！ ビッグサイズトートバッグ』5 種 

『ガールズ＆パンツァー 最終章 ガルパンめんこ道はじめます！ 缶バッジセット』 

『ガールズ＆パンツァー 最終章 ガルパンめんこ道はじめます！ クリアファイル』5 種 

 

抱き枕カバーはホビーストック WEB ショップ限定販売、アクリルキーホルダー、ビッグサイズトートバッグ、缶バッジセット、クリア

ファイル各種につきましては、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。 

 

※アクリルキーホルダー、ビッグサイズトートバッグ、缶バッジセット、クリアファイル各種につきましては、「2019 大洗あんこう

祭・ガルパンミニミニホビーショー」にて先行販売した『ガールズ＆パンツァー 最終章 ガルパンめんこ道はじめます！ 丸めん

こセット』の描き下ろしイラストを使用しています。 

 

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 最終章 西住まほ 添い寝抱き枕カバー』商品説明 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』から、「西住まほ」の添い寝抱き枕

カバーがホビーストック限定で登場！ 

 

表面は黒森峰女学園の制服姿で、裏面は大胆な Y シャツ姿、両面

で異なる添い寝シチュエーションをお楽しみいただけます！！ 

キャラクターデザイン・杉本功氏による両面新規描き下ろしです！ 

 

生地は最高の優美さを求めて開発された「アクアプレミア（2way トリ

コット）」を使用しています！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 



■ 商品仕様 

サイズ：縦約 160cm×横約 50cm 

素材：アクアプレミア（2way トリコット） 

原画：杉本功 

仕上：原田幸子 

特効：古市裕一 

価格：12,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2020 年 1 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップ販売ページ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00004684 

 

 

■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 ガルパンめんこ道はじめます！ 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、「ガルパンめんこ道はじめま

す！」のビジュアルを使用したアクリルキーホルダーが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

西住みほ 

西住まほ 

ダージリン 

アンチョビ 

マリー 

 

※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 60mm×横約 40mm（キャラによって若干異なります） 

素材：アクリル 

価格：各 600 円＋税 

 

■ 発売日 

2020 年 1 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 ガルパンめんこ道はじめます！ ビッグサイズトートバッグ』5 種 商品説明 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、「ガルパンめんこ道はじめま

す！」のビジュアルを使用したビッグサイズトートバッグが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

西住みほ 

西住まほ 

ダージリン 

アンチョビ 

マリー 

 

※こちらの商品は「2019 大洗あんこう祭・ガルパンミニミニホビーショ

ー」にて先行販売いたしました商品です。 

※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 

素材：キャンバス綿 100％ 

サイズ：縦約 400mm×横約 480mm×マチ約 150mm 

持ち手：幅約 25mm×長さ約 600mm 

価格：各 2,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2020 年 1 月 

 

 

■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 ガルパンめんこ道はじめます！ 缶バッジセット』商品説明 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、「ガルパンめんこ道はじめま

す！」のビジュアルを使用した缶バッジセットが登場！ 

直径 57 ミリ缶バッジ 5 個セットです。 

 

※こちらの商品は「2019 大洗あんこう祭・ガルパンミニミニホビーショ

ー」にて先行販売いたしました商品です。 

※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 

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 

2020 年 1 月 

 

 

 



■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 ガルパンめんこ道はじめます！ クリアファイル』5 種 商品説明 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、「ガルパンめんこ道はじめま

す！」のビジュアルを使用したクリアファイルセットが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

西住みほ 

西住まほ 

ダージリン 

アンチョビ 

マリー 

 

※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 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

素材：PP（ポリプロピレン） 

価格：各 400 円＋税 

 

■ 発売日 

2020 年 1 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップでの販売方法 

クリアファイル 5 種を 1 セットにして販売いたします。 

 

ガールズ＆パンツァー 最終章 ガルパンめんこ道はじめます！ クリアファイル 5 枚セット 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00004683 

 

 

■ 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 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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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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