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株式会社ホビーストック企画商品『Re:ゼロから始める異世界生活』フルグラフィック T シャツ、76mm 缶バッジ、

マルチクロス、パスケース、マイクロファイバースポーツタオル 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 7 月 9 日より、弊社企画商品『Re:ゼロから始める異世界生活 フルグラフィック T シャツ』2 種、

『Re:ゼロから始める異世界生活 76mm缶バッジ』3 種、『Re:ゼロから始める異世界生活 マルチクロス』3 種、『Re:ゼロから始め

る異世界生活 パスケース』3 種、『Re:ゼロから始める異世界生活 マイクロファイバースポーツタオル』3 種の予約受付を開始

いたしました。 

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 ：http://www.hobbystock.jp/ 

 

■ 『Re:ゼロから始める異世界生活 フルグラフィック T シャツ』2 種 商品説明 

TV アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」より、「レム」と「ラム」の可

愛いイラストを全面にデザインしたフルグラフィック T シャツが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

レム＆ラム メイド ver. 

レム ワンピース ver. 

 

※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。 

※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： 

M（着丈約 68cm/身幅約 51cm/肩幅約 46cm/袖丈約 20cm） 

L（着丈約 71cm/身幅約 54cm/肩幅約 48cm/袖丈約 21cm） 

XL（着丈約 74cm/身幅約 57cm/肩幅約 50cm/袖丈約 22cm） 

素材：ポリエステル 100％ 

T シャツ本体カラー：ホワイト 

価格：各 6,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2020 年 9 月 



 

 

■ 『Re:ゼロから始める異世界生活 76mm 缶バッジ』3 種 商品説明 

TV アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」より、「レム」と「ラム」の可

愛いイラストを使用した大きめサイズの缶バッジが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

レム＆ラム メイド ver. 

レム＆ラム キャミソール ver. 

レム ワンピース ver. 

 

※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：直径約 76mm 

素材：スチール 

価格：各 500 円＋税 

 

■ 発売日 

2020 年 9 月 

 

 

■ 『Re:ゼロから始める異世界生活 マルチクロス』3 種 商品説明 

TV アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」より、「レム」と「ラム」の可

愛いイラストを使用した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＞ 

レム＆ラム メイド ver. 

レム＆ラム キャミソール ver. 

レム ワンピース ver. 

 

※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 700 円＋税 

 

■ 発売日 

2020 年 9 月 

 

 

 



■ 『Re:ゼロから始める異世界生活 パスケース』3 種 商品説明 

TV アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」より、「レム」と「ラム」の可

愛いイラストを使用したパスケースが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

レム＆ラム メイド ver. 

レム＆ラム キャミソール ver. 

レム ワンピース ver. 

 

※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 116mm×横約 72mm 

素材：PVC・鉄 

ボールチェーン付属 

価格：各 900 円＋税 

 

■ 発売日 

2020 年 9 月 

 

 

■ 『Re:ゼロから始める異世界生活 マイクロファイバースポーツタオル』3 種 商品説明 

TV アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」より、「レム」と「ラム」の可

愛いイラストを使用した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＞ 

レム＆ラム メイド ver. 

レム＆ラム キャミソール ver. 

レム ワンピース ver. 

 

※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： 

レム＆ラム メイド ver.：縦約 400mm×横約 900mm 

レム＆ラム キャミソール ver.：縦約 900mm×横約 400mm 

レム ワンピース ver.：縦約 900mm×横約 400mm 

素材：マイクロファイバー 

価格：各 3,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2020 年 9 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 

©長月達平・株式会社 KADOKAWA 刊／Re:ゼロから始める異世界生活 2 製作委員会 

 

 

 

≪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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