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株式会社ホビーストック企画商品 『デジモンアドベンチャー：』 トレーディングアクリルキーホルダー、トレーデ

ィング缶バッジ、アクリルフィギュア 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 6 日より、弊社企画商品『デジモンアドベンチャー： トレーディングアクリルキーホルダー 

vol.1／vol.2』、『デジモンアドベンチャー： トレーディング缶バッジ vol.1／vol.2』、『デジモンアドベンチャー： アクリルフィギュ

ア』8 種の予約受付を開始したことをお知らせいたします。 

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/ 

 

■ 『デジモンアドベンチャー： トレーディングアクリルキーホルダー vol.1』商品説明 

「デジモンアドベンチャー：」から、選ばれし子どもたちのトレーディン

グアクリルキーホルダーが登場！ 

 

＜ラインナップ＞（全 8 種） 

・八神太一 

・石田ヤマト 

・泉光子郎 

・武之内空 

・城戸丈 

・太刀川ミミ 

・高石タケル 

・八神ヒカリ 

 

※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 

1BOX8 個入り 

全 8 種 ※1BOX のご購入で全 8 種揃います。 

サイズ：縦約 58mm×横約 54mm（キャラによって若干異なります） 

素材：アクリル、メタルパーツ 

価格：1 ピース 600 円+税／1BOX（8 個入り） 4,800 円+税 

 

■ 発売日 

2020 年 10 月 



 

 

■ 『デジモンアドベンチャー： トレーディングアクリルキーホルダー vol.2』商品説明 

「デジモンアドベンチャー：」から、パートナーデジモンたちのトレーデ

ィングアクリルキーホルダーが登場！ 

 

＜ラインナップ＞（全 8 種） 

・アグモン 

・ガブモン 

・テントモン 

・ピヨモン 

・ゴマモン 

・パルモン 

・パタモン 

・テイルモン 

 

※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 

1BOX8 個入り 

全 8 種 ※1BOX のご購入で全 8 種揃います。 

サイズ：縦約 58mm×横約 54mm（キャラによって若干異なります） 

素材：アクリル、メタルパーツ 

価格：1 ピース 600 円+税／1BOX（8 個入り） 4,800 円+税 

 

■ 発売日 

2020 年 10 月 

 

 

■ 『デジモンアドベンチャー： トレーディング缶バッジ vol.1』商品説明 

「デジモンアドベンチャー：」から、選ばれし子どもたちのトレーディン

グ缶バッジが登場！ 

直径 57mm のちょっと大きめの缶バッジで存在感抜群です！ 

 

＜ラインナップ＞（全 8 種） 

・八神太一 

・石田ヤマト 

・泉光子郎 

・武之内空 

・城戸丈 

・太刀川ミミ 

・高石タケル 

・八神ヒカリ 

 

※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 

1BOX8 個入り 

全 8 種 ※1BOX のご購入で全 8 種揃います。 

サイズ：直径約 57mm 

素材：紙、スチール 

価格：1 ピース 300 円+税／1BOX（8 個入り） 2,400 円+税 

 

■ 発売日 

2020 年 10 月 

 

 

■ 『デジモンアドベンチャー： トレーディング缶バッジ vol.2』商品説明 

「デジモンアドベンチャー：」から、パートナーデジモンたちのトレーデ

ィング缶バッジが登場！ 

直径 57mm のちょっと大きめの缶バッジで存在感抜群です！ 

 

＜ラインナップ＞（全 8 種） 

・アグモン 

・ガブモン 

・テントモン 

・ピヨモン 

・ゴマモン 

・パルモン 

・パタモン 

・テイルモン 

 

※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 

1BOX8 個入り 

全 8 種 ※1BOX のご購入で全 8 種揃います。 

サイズ：直径約 57mm 

素材：紙、スチール 

価格：1 ピース 300 円+税／1BOX（8 個入り） 2,400 円+税 

 

■ 発売日 

2020 年 10 月 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『デジモンアドベンチャー： アクリルフィギュア』8 種 商品説明 

「デジモンアドベンチャー：」から、机や棚に飾って楽しめるアクリルフ

ィギュアが登場！ 

 

＜ラインナップ＞（全 8 種） 

八神太一＆アグモン 

石田ヤマト＆ガブモン 

泉光子郎＆テントモン 

武之内空＆ピヨモン 

城戸丈＆ゴマモン 

太刀川ミミ＆パルモン 

高石タケル＆パタモン 

八神ヒカリ＆テイルモン 

 

※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： 

八神太一＆アグモン：縦約 115mm×横約 91mm 

石田ヤマト＆ガブモン：縦約 118mm×横約 88mm 

泉光子郎＆テントモン：縦約 121mm×横約 87mm 

武之内空＆ピヨモン：縦約 112mm×横約 80mm 

城戸丈＆ゴマモン：縦約 120mm×横約 64mm 

太刀川ミミ＆パルモン：縦約 112mm×横約 88mm 

高石タケル＆パタモン：縦約 99mm×横約 86mm 

八神ヒカリ＆テイルモン：縦約 92mm×横約 85mm 

素材：アクリル 

付属品：スタンド 

価格：各 1,500 円+税 

 

■ 発売日 

2020 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 

©本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション 

 

 

 



 

≪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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