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株式会社ホビーストック企画商品 『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-』 トレーディングミニ色紙、マイク

ロファイバースポーツタオル、スムースクッションカバー、マルチクロス、定規 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 6月 25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。 

『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- トレーディングミニ色紙 vol.1』、『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニ

ア- マイクロファイバースポーツタオル』3種、『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- スムースクッションカバー』3種、

『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- マルチクロス』3種、『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- 定規』7

種 

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「Fate/Grand Order」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/fgo 

 

 

■ 『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- トレーディングミニ色紙 vol.1』商品詳細 

TVアニメ『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-』から、トレ

ーディングミニ色紙の第 1弾が登場！ 

飾ったり、集めたりと楽しめるアイテムになっています！ 

 

ラインナップ（全 12種） 

・藤丸立香 

・マシュ・キリエライト 

・ロマニ・アーキマン 

・レオナルド・ダ・ヴィンチ 

・ギルガメッシュ A 

・ギルガメッシュ B 

・ギルガメッシュ C 

・マーリン 

・マーリン＆アナ 

・イシュタル 

・牛若丸＆マシュ・キリエライト 

・キングゥ 

 

※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 

http://hobbystock.co.jp/
http://www.hobbystock.jp/sp/sm/fgo


1BOX12枚入り 

全 12種 ※1BOXのご購入で全 12種揃います。 

サイズ：縦約 135mm×横約 120mm 

素材：紙 

価格：1個 450 円+税／1BOX（12個入り） 5,400円+税 

 

■ 発売月 

2020年 8月 

 

■ BOX 購入特典「ギルガメッシュ 特典 ver. ミニ色紙」 

ホビーストックにて「1BOX購入」ごとに「ギルガメッシュ 特典 ver. ミニ色紙」が 1個特

典で付属します。 

 

【HS 特典付き】Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- トレーディングミニ色

紙 vol.1 12個入り 1BOX 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00004961 

 

 

 

■ 『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- マイクロファイバースポーツタオル』3 種 商品詳細 

TVアニメ『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-』から、マイ

クロファイバースポーツタオルが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ギルガメッシュ 

マーリン＆フォウ 

キングゥ 

 

※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： 

ギルガメッシュ：縦約 400mm×横約 900mm 

マーリン＆フォウ：縦約 900mm×横約 400mm 

キングゥ：縦約 900mm×横約 400mm 

素材：マイクロファイバー 

価格：各 3,000円＋税 

 

■ 発売月 

2020年 8月 

 

 

 

 

 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00004961


■ 『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- スムースクッションカバー』3 種 商品詳細 

TVアニメ『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-』から、クッ

ションカバーが登場！ 

生地には柔らかく弾力のある「スムースニット」を使用。 

肌触りにもこだわった、ワンランク上のクッションカバーです。 

 

＜ラインナップ＞ 

藤丸立香＆マシュ・キリエライト 

ギルガメッシュ 

キングゥ 

 

※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 450mm×横約 450mm 

素材：スムースニット 

ファスナー付 

価格：各 3,000円＋税 

 

■ 発売月 

2020年 8月 

 

 

■ 『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- マルチクロス』3 種 商品詳細 

TVアニメ『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-』から、マル

チクロスが登場！ 

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。 

 

＜ラインナップ＞ 

藤丸立香＆マシュ・キリエライト＆イシュタル 

ギルガメッシュ 

キングゥ 

 

※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 220mm×横約 280mm 

素材：マイクロファイバー 

フルカラープリント 

価格：各 700円＋税 

 

■ 発売月 

2020年 8月 

 

 



■ 『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- 定規』7 種 商品詳細 

TVアニメ『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-』から、定規

が登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

藤丸立香 

マシュ・キリエライト 

ロマニ・アーキマン 

レオナルド・ダ・ヴィンチ 

ギルガメッシュ 

マーリン 

キングゥ 

 

※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 220mm×横約 280mm 

素材：マイクロファイバー 

フルカラープリント 

価格：各 700円＋税 

 

■ 発売月 

2020年 8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 

©TYPE-MOON / FGO7 ANIME 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 

http://www.hobbystock.co.jp/
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