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株式会社ホビーストック企画商品 「初音ミク 1/7 MIKU EXPO Digital Stars 2020 ver.」、「HATSUNE MIKU 

Digital Stars 2020 公式グッズ」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2020年8月27日12時より、弊社企画商品「初音ミク 1/7 MIKU EXPO Digital Stars 2020 ver.」

の予約受付を開始したことをお知らせいたします。 

一部店舗限定販売の DJ 機材をイメージした台座と背景パーツを付属した「初音ミク 1/7 MIKU EXPO Digital Stars 2020 ver. 

DX」もご用意いたしました。 

 

また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になった初音ミクの北米コンサートツアーHATSUNE MIKU EXPO 2020 

USA ＆ Canada にて未発表の時点で中止が決定したサブイベント MIKU EXPO Digital Stars 2020 と、日本国内で単独開催予

定だった HATSUNE MIKU Digital Stars 2020 Japan Tour のイベントグッズの一部の予約受付を、ホビーストック WEB ショップに

て開始いたしました。 

 

株式会社ホビーストック コーポレートサイト ： http://hobbystock.co.jp/ 

Digital Stars HOBBY STOCK 特設サイト ： http://www.hobbystock.jp/sp/digitalstars/ 

 

■ 『初音ミク 1/7 MIKU EXPO Digital Stars 2020 ver.』 商品説明 

バーチャル・シンガー初音ミクのクラブイベント「Digital Stars 2020」の

人気イラストレーターワダアルコ先生描き下ろしイベントキービジュ

アルを 1/7 サイズでスケールフィギュア化！ 

 

ワダアルコ先生の美麗イラストを細部までこだわって造形！ 

スポーティーなインナーに、だぼっとしたビッグシルエットのブルゾン

が可愛い、初音ミクをお楽しみいただけます。 

 

※写真は試作品です。実際の製品とは多少異なります。 

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

ABS＆PVC 製塗装済み完成品 

1/7 スケール 

サイズ：全高約 270mm 

素材：ABS、PVC 

原型制作：みしま 

彩色：たけうちハム （はじめの） 

制作協力：ウイング 



付属品：専用台座 

価格：21,500 円＋税 

 

■ 発売日 

2021 年 2 月 

 

  

■ 『初音ミク 1/7 MIKU EXPO Digital Stars 2020 ver. DX』 商品説明 

バーチャル・シンガー初音ミクのクラブイベント「Digital Stars 2020」の

人気イラストレーターワダアルコ先生描き下ろしイベントキービジュ

アルを 1/7 サイズでスケールフィギュア化！ 

 

ワダアルコ先生の美麗イラストを細部までこだわって造形！ 

スポーティーなインナーに、だぼっとしたビッグシルエットのブルゾン

が可愛い、初音ミクをお楽しみいただけます。 

 

DX 版では DJ 機材をイメージした台座と背景パーツを付属し、イラス

トの世界観をより再現しています。 

 

DX 版は一部店舗限定で購入可能な限定販売品です。 

【お取扱店舗】 

・ホビーストック WEB ショップ 

・bilibili 会員購（日本国外向け） 

 

※写真は試作品です。実際の製品とは多少異なります。 

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

ABS＆PVC 製塗装済み完成品 

1/7 スケール 

サイズ：全高約 270mm 

素材：ABS、PVC 

原型制作：みしま 

彩色：たけうちハム （はじめの） 

制作協力：ウイング 

付属品：DX 版専用台座、背景パーツ 

価格：24,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2021 年 2 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-gcf-00000040 

 

 



■ 「HATSUNE MIKU Digital Stars 2020 公式グッズ」 

注文受付期間：2020 年 8 月 27 日（木）12 時（正午）～9 月 23 日（水）12 時（正午） 

 

● MIKU EXPO Digital Stars 2020 T シャツ 

価格：3,000 円＋税 

 

■サイズ 

M サイズ：Length：68cm Width：50cm Sleeve length：20cm 

L サイズ：Length : 72cm Width : 53cm Sleeve length : 21cm 

■素材：100％ Cotton 

■重量：190g 

■原産国：japan 

 

発売日：2020 年 10 月 

 

商品ページ 

M サイズ：http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000368 

L サイズ：http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000369 

 

 

● HATSUNE MIKU Digital Stars 2020 Japan Tour T シャツ 

価格：3,000 円＋税 

 

■サイズ 

M サイズ：Length：68cm Width：50cm Sleeve length：20cm 

L サイズ：Length : 72cm Width : 53cm Sleeve length : 21cm 

■素材：95％ Cotton/5％Polyester 

■重量：190g 

■原産国：japan 

 

発売日：2020 年 10 月 

 

商品ページ 

M サイズ：http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000370 

L サイズ：http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000371 

 

  

● MIKU EXPO Digital Stars 2020 マフラータオル 

価格：2,000 円＋税 

 

■サイズ：200mm×1100mm 

■素材：100％ Cotton 

■重量：105g 

■原産国：japan 

 



発売日：2020 年 10 月 

 

商品ページ：http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005059 

 

 

● HATSUNE MIKU Digital Stars 2020 Japan Tour マフラータオル 

価格：2,000 円＋税 

 

■サイズ：200mm×1100mm 

■素材：100％ Cotton 

■重量：105g 

■原産国：japan 

 

発売日：2020 年 10 月 

 

商品ページ：http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005060 

 

 

● MIKU EXPO Digital Stars 2020 フラッグ 

価格：5,000 円＋税 

 

■サイズ：900mm×1500mm 

■素材：Polyester 

■重量：97g 

■原産国：japan 

 

発売日：2020 年 10 月 

 

商品ページ：http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005061 

 

 

● MIKU EXPO Digital Stars 2020 法被 

価格：6,000 円＋税 

 

■サイズ 

one size fits all 

Length：80cm Width：66cm Sleeve length：33cm 

■素材：Polyester 

■重量：258g 

■原産国：china 

 

発売日：2020 年 10 月 

 

商品ページ：http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000372 

 



 

 

● MIKU EXPO Digital Stars 2020 鉢巻 

価格：1,500 円＋税 

 

■サイズ：50mm×1170mm 

■素材：Polyester 

■重量：24g 

■原産国：china 

 

発売日：2020 年 10 月 

 

商品ページ：http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005062 

 

 

● Digital Stars 2020 フルカラー長財布 

価格：5,000 円＋税 

 

■サイズ：length200mm×width100mm×depth25mm 

■素材：PVC 

■重量：160g 

■原産国：china 

 

発売日：2020 年 10 月 

 

商品ページ：http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005063 

 

 

● Digital Stars 2020 ナップサック 

価格：2,500 円＋税 

 

■サイズ：410mm×520mm 

■素材：Polyester 

■重量：53g 

■原産国：japan 

 

発売日：2020 年 10 月 

 

商品ページ：http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005064 

 

 

 

 

 

 



● Digital Stars 2020 ビッグサイズトートバッグ 

価格：2,000 円＋税 

 

■サイズ 

length400mm×width480mm×gusset150mm 

handle：length600mm×width25mm 

■素材：100％ Cotton 

■重量：220g 

■原産国：japan 

 

発売日：2020 年 10 月 

 

商品ページ：http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005065 

 

 

● Digital Stars 2020 キモノ 

価格：10,000 円＋税 

 

■サイズ 

one size fits all 

Length：120cm Width：66cm Sleeve length：33cm 

■素材：Polyester 

■重量：350g 

■原産国：china 

 

発売日：2020 年 10 月 

 

商品ページ：http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000373 

 

 

● Digital Stars 2020 ナイロンジャケット L 

価格：9,000 円＋税 

 

■サイズ 

Length：73cm Width：59cm Sleeve length：65cm 

※L サイズのみのご用意となります。 

■素材：Nylon/Polyester 

■重量：327g 

■原産国：japan 

 

発売日：2020 年 10 月 

 

商品ページ：http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000374 

 

 



■ コピーライト 

Art by ワダアルコ © CFM 

Art by apapico © CFM 

 

 

 

≪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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