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株式会社ホビーストック企画商品 『Fate/Grand Order』 ぴくりる！トレーディングアクリルキーホルダーvol.9、缶キ

ーホルダーvol.7、マルチクロス 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 10 月 1 日より、弊社企画商品『ぴくりる！Fate/Grand Order トレーディングアクリルキーホル

ダー vol.9』、『ぴくりる！ Fate/Grand Order 缶キーホルダーコレクション vol.7』、『ぴくりる！ Fate/Grand Order マルチクロ

ス』5 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。 

『ぴくりる！ Fate/Grand Order 缶キーホルダーコレクション vol.7』は、ブラインドパッケージ仕様での販売の他、カプセル筐体

でも発売いたします。 

 

また、『ぴくりる！ Fate/Grand Order トレーディングアクリルキーホルダー vol.6』の再販が決定いたしました。本日 10 月 1 日

より予約受付を開始いたします。 

 

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 

 

■ 『ぴくりる！ Fate/Grand Order トレーディングアクリルキーホルダー vol.9』商品詳細 

『Fate/Grand Order』から、かわいいディフォルメのぴくりる！イラスト

を使用したトレーディングアクリルキーホルダー第 9 弾が登場です！ 

 

キャラクターラインナップ（全 10 種） 

・ランサー/エレシュキガル 

・アーチャー/ロビンフッド 

・アーチャー/ケイローン 

・ライダー/アキレウス 

・ライダー/坂本龍馬 

・アサシン/セミラミス 

・アサシン/ヘンリー・ジキル＆ハイド 

・バーサーカー/謎のヒロインＸ[オルタ] 

・バーサーカー/土方歳三 

・アルターエゴ/沖田総司[オルタ] 

 

※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 

1BOX10 個入り 



全 10 種 ※1BOX のご購入で全 10 種揃います。 

サイズ：縦約 80mm×横約 50mm（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 個 600 円＋税／1BOX（10 個入り） 6,000 円＋税 

 

■ 発売月 

2020 年 12 月 

 

■ BOX 購入特典「アサシン/岡田以蔵」 

ホビーストック WEB ショップで購入された方にはもれなく、「アサシン/岡田以蔵」アク

リルキーホルダーが特典で付属します。 

 

【HS 特典付き】ぴくりる！ Fate/Grand Order トレーディングアクリルキーホルダー 

vol.9 10 個入り 1BOX 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005126 

 

 

■ 『ぴくりる！ Fate/Grand Order 缶キーホルダーコレクション vol.7』商品詳細 

『Fate/Grand Order』から、かわいいディフォルメのぴくりる！イラスト

を使用した缶キーホルダー第 7 弾が登場です！ 

 

キャラクターラインナップ（全 11 種） 

・マスター/主人公(女)魔術礼装ブリリアントサマーver. 

・マスター/主人公(男)魔術礼装ブリリアントサマーver. 

・アーチャー/アルトリア・ペンドラゴン 

・アーチャー/アン・ボニー＆メアリー・リード 

・ランサー/清姫 

・ランサー/玉藻の前 

・ライダー/モードレッド 

・キャスター/マリー・アントワネット 

・アサシン/スカサハ 

・ルーラー/マルタ 

・シークレット 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承くだ

さい。 

※ブラインドパッケージ仕様の商品です。 

※カプセル仕様の同一商品と併売となります。 

※弊社規定による 50 個入りアソート単位での販売となります。 

 

■ 商品仕様 

1BOX50 個入り 

全 11 種（ノーマル 10 種+シークレット 1 種） 

ブラインドパッケージ ※カプセル筐体でも発売します 

サイズ：直径約 57mm 



素材：紙、スチール、メタルパーツ 

価格：273 円＋税 

 

■ 発売月 

2020 年 12 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップでの販売方法について 

1BOX50 個入りでの BOX 販売の他、ランダムで 1 個をお送りする単品販売を行います。 

単品販売の商品の中身は選べません。 

複数購入の場合、同じ種類が当たる可能性があります。何卒ご了承ください。 

 

ぴくりる！ Fate/Grand Order 缶キーホルダーコレクション vol.7 50 個入り BOX 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005128 

【単品】ぴくりる！ Fate/Grand Order 缶キーホルダーコレクション vol.7 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005127 

 

 

■ 『ぴくりる！ Fate/Grand Order マルチクロス』5 種 商品詳細 

『Fate/Grand Order』から、かわいいデフォルメのぴくりる！イラストを

使用したマルチクロスの新作が登場です！ 

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＞ 

マスター/主人公(男)魔術礼装カルデア ver. 

セイバー/沖田総司 

アーチャー/ギルガメッシュ 

ランサー/クー・フーリン 

ランサー/スカサハ 

 

※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 250mm×横約 250mm 

素材：マイクロファイバー 

価格：各 600 円＋税 

 

■ 発売月 

2020 年 12 月 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『【再販】ぴくりる！ Fate/Grand Order トレーディングアクリルキーホルダー vol.6』商品詳細 

『Fate/Grand Order』から、かわいいディフォルメのぴくりる！イラスト

を使用したトレーディングアクリルキーホルダー第 6 弾が再販売決

定！ 

 

キャラクターラインナップ（全 10 種） 

・ランサー/アルトリア・ペンドラゴン 

・セイバー/ガウェイン 

・セイバー/ランスロット 

・アーチャー/トリスタン 

・セイバー/ベディヴィエール 

・アーチャー/アーラシュ 

・ライダー/オジマンディアス 

・キャスター/ニトクリス 

・キャスター/レオナルド・ダ・ヴィンチ 

・キャスター/玄奘三蔵 

 

※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 

1BOX10 個入り 

全 10 種 ※1BOX のご購入で全 10 種揃います。 

サイズ：縦約 80mm×横約 50mm（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 個 600 円＋税／1BOX（10 個入り） 6,000 円＋税 

 

■ 発売月 

2020 年 12 月 

 

■ BOX 購入特典「セイバー/アーサー・ペンドラゴン[プロトタイプ]」 

ホビーストック WEB ショップで購入された方にはもれなく、「セイバー/アーサー・ペン

ドラゴン[プロトタイプ]」アクリルキーホルダーが特典で付属します。 

 

【再販】【HS特典付き】ぴくりる！ Fate/Grand Order トレーディングアクリルキーホル

ダー vol.6 10 個入り 1BOX 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003834 

※在庫販売 

 

 

 

■ 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 

（C）TYPE-MOON / FGO 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 
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