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株式会社ホビーストック企画商品 『ガールズ＆パンツァー 最終章』 B2 タペストリー、マルチクロス、ミニ色紙、

缶バッジセット、76mm 缶バッジ、アクリルキーホルダー、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 6 月 24 日より、下記弊社企画商品の予約受付を開始しました。 

『ガールズ＆パンツァー 最終章 B2 タペストリー 第 3 話キービジュアル 2』 

『ガールズ＆パンツァー 最終章 マルチクロス 第 3 話キービジュアル 2』 

『ガールズ＆パンツァー 最終章 ミニ色紙』3 種 

『ガールズ＆パンツァー 最終章 缶バッジセット 西住みほ＆ミカ』 

『ガールズ＆パンツァー 最終章 76mm 缶バッジ ハイカラ ver.』11 種 

『ガールズ＆パンツァー 最終章 アクリルキーホルダー ハイカラ ver.』11 種 

『ガールズ＆パンツァー 最終章 アクリルフィギュア ハイカラ ver.』11 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「ガールズ＆パンツァー」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/garupan/ 

 

 

■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 B2 タペストリー 第 3 話キービジュアル 2』商品説明 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、B2 タペストリーが登場！ 

壁などに飾ってお楽しみ下さい！ 

 

※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 728mm×横約 515mm（B2 サイズ） 

素材：ポリエステルスエード 

パイプ・紐付き 

価格：3,300 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 9 月 

 

 

 

 

 



 

■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 マルチクロス 第 3 話キービジュアル 2』商品説明 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、マルチクロスの登場です。 

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。 

 

※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：770 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 9 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 ミニ色紙』3 種 商品説明 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、ミニ色紙が登場！ 

「西住みほ＆ミカ」「西住みほ」「ミカ」デザインの全 3 種。 

 

＜ラインナップ＞ 

西住みほ＆ミカ 

西住みほ 

ミカ 

 

※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 135mm×横約 120mm 

素材：紙 

価格：各 550 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 9 月 

 

 

 

 

 



■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 缶バッジセット 西住みほ＆ミカ』商品説明 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、缶バッジセットが登場！ 

「西住みほ＆ミカ」「西住みほ」「ミカ」デザインの 3 種セットになりま

す。 

直径 57mm のちょっと大きめの缶バッジで存在感抜群！ 

 

※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。 

 

■ 商品仕様 

3 個セット 

サイズ：直径 57mm 

素材：紙、スチール 

価格：990 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 9 月 

 

 

 

 

■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 76mm 缶バッジ ハイカラ ver.』11 種 商品説明 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、和風レトロな雰囲気があるハ

イカラ衣装イラストの大きめサイズの缶バッジが登場！ 

 

可愛くデフォルメされたイラストは、人気イラストレーター「あかね」さ

んによる描き下ろしです！ 

 

＜ラインナップ＞ 

 西住みほ ハイカラ ver. 

 ダージリン ハイカラ ver. 

 ケイ ハイカラ ver. 

 アンチョビ ハイカラ ver. 

 カチューシャ ハイカラ ver. 

 西住まほ ハイカラ ver. 

 逸見エリカ ハイカラ ver. 

 西絹代 ハイカラ ver. 

 ミカ ハイカラ ver. 

 島田愛里寿 ハイカラ ver. 

 マリー ハイカラ ver. 

 

※こちらの商品は一部店舗で先行発売済みの商品となります。 

※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：紙、スチール 

価格：各 550 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 9 月 

 

 

■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 アクリルキーホルダー ハイカラ ver.』11 種 商品説明 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、和風レトロな雰囲気があるハ

イカラ衣装イラストのアクリルキーホルダーが登場！ 

 

可愛くデフォルメされたイラストは、人気イラストレーター「あかね」さ

んによる描き下ろしです！ 

 

＜ラインナップ＞ 

 西住みほ ハイカラ ver. 

 ダージリン ハイカラ ver. 

 ケイ ハイカラ ver. 

 アンチョビ ハイカラ ver. 

 カチューシャ ハイカラ ver. 

 西住まほ ハイカラ ver. 

 逸見エリカ ハイカラ ver. 

 西絹代 ハイカラ ver. 

 ミカ ハイカラ ver. 

 島田愛里寿 ハイカラ ver. 

 マリー ハイカラ ver. 

 

※こちらの商品は一部店舗で先行発売済みの商品となります。 

※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 62mm×横約 35mm 

素材：アクリル 

価格：各 660 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 9 月 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 アクリルフィギュア ハイカラ ver.』11 種 商品説明 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、和風レトロな雰囲気があるハ

イカラ衣装イラストのアクリルフィギュアが登場！ 

 

可愛くデフォルメされたイラストは、人気イラストレーター「あかね」さ

んによる描き下ろしです！ 

 

＜ラインナップ＞ 

 西住みほ ハイカラ ver. 

 ダージリン ハイカラ ver. 

 ケイ ハイカラ ver. 

 アンチョビ ハイカラ ver. 

 カチューシャ ハイカラ ver. 

 西住まほ ハイカラ ver. 

 逸見エリカ ハイカラ ver. 

 西絹代 ハイカラ ver. 

 ミカ ハイカラ ver. 

 島田愛里寿 ハイカラ ver. 

 マリー ハイカラ ver. 

 

※こちらの商品は一部店舗で先行発売済みの商品となります。 

※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 80mm×横約 48mm 

素材：アクリル 

付属品：スタンド 

価格：各 990 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 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 

©GIRLS und PANZER Finale Projekt 

 

 

 

 



 

≪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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(C)2005-2021 HOBBYSTOCK inc. 


