
2022 年 1 月 6 日 

メディア関係者各位 

 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 

 E-mail：ws@hobbystock.jp 

 

株式会社ホビーストック企画商品 『結城友奈は勇者である -大満開の章-』 アクリルフィギュア、キャンバス

アート、ビジュアルアクリルプレート、ラバーマット、トレーディングミニ色紙、トレーディング缶バッジ 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 1 月 6 日より、下記弊社企画商品の予約受付を開始したことをお知らせいたします。 

『結城友奈は勇者である -大満開の章- アクリルフィギュア』7 種 

『結城友奈は勇者である -大満開の章- キャンバスアート』7 種 

『結城友奈は勇者である -大満開の章- ビジュアルアクリルプレート』7 種 

『結城友奈は勇者である -大満開の章- ラバーマット』7 種 

『結城友奈は勇者である -大満開の章- トレーディングミニ色紙』 

『結城友奈は勇者である -大満開の章- トレーディング缶バッジ』 

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 ： https://www.hobbystock.jp/ 

 

 

■ 『結城友奈は勇者である -大満開の章- アクリルフィギュア』7 種 商品説明 

TV アニメ『結城友奈は勇者である -大満開の章-』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＞ 

 結城友奈＆東郷美森 勇者服 ver. 

 結城友奈＆東郷美森 ベビードール ver.  

 結城友奈＆東郷美森 制服 ver. 

 結城友奈＆三好夏凜 制服 ver. 

 結城友奈 勇者服 ver. 

 東郷美森 勇者服 ver. 

 鷲尾須美 勇者服 ver. 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ： 

・結城友奈＆東郷美森 勇者服 ver.：縦約 110mm×横約 78mm 



・結城友奈＆東郷美森 ベビードール ver.： 縦約 107mm×横約 80mm 

・結城友奈＆東郷美森 制服 ver.：縦約 105mm×横約 77mm 

・結城友奈＆三好夏凜 制服 ver.：縦約 101mm×横約 77mm 

・結城友奈 勇者服 ver.：縦約 144mm×横約 53mm 

・東郷美森 勇者服 ver.：縦約 140mm×横約 53mm 

・鷲尾須美 勇者服 ver.：縦約 136mm×横約 53mm 

素材：アクリル 

付属品：台座 

価格：各 1,650 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 3 月 

 

 

■ 『結城友奈は勇者である -大満開の章- キャンバスアート』7 種 商品説明 

TV アニメ『結城友奈は勇者である -大満開の章-』から、キャンバス

アートが登場！ 

クレサン製の高品質キャンバスに高彩度プリントしており、鑑賞用や

お部屋のインテリアとして最適なアイテムとなっております。 

 

＜ラインナップ＞ 

 結城友奈＆東郷美森 勇者服 ver. 

 結城友奈＆東郷美森 ベビードール ver.  

 結城友奈＆東郷美森 制服 ver. 

 結城友奈＆三好夏凜 制服 ver. 

 結城友奈 勇者服 ver. 

 東郷美森 勇者服 ver. 

 鷲尾須美 勇者服 ver. 

 

※イーゼルなどのスタンドは付属しておりません。 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 273mm×横約 220mm（F3 サイズ） 

素材：キャンバス生地:綿 35％・ポリエステル 65％、木製フレーム 

価格：各 3,850 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 3 月 

 

 

 

 

 



■ 『結城友奈は勇者である -大満開の章- ビジュアルアクリルプレート』7 種 商品説明 

TV アニメ『結城友奈は勇者である -大満開の章-』から、イラストを

堪能できるアクリルプレートが登場！ 

付属の台座を使用し、机や棚などに立てて飾ってお楽しみください。 

 

＜ラインナップ＞ 

 結城友奈＆東郷美森 勇者服 ver. 

 結城友奈＆東郷美森 ベビードール ver.  

 結城友奈＆東郷美森 制服 ver. 

 結城友奈＆三好夏凜 制服 ver. 

 結城友奈 勇者服 ver. 

 東郷美森 勇者服 ver. 

 鷲尾須美 勇者服 ver. 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 210mm×横約 148mm（A5 サイズ） 

素材：アクリル 

付属品：台座 

価格：各 3,300 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 3 月 

 

 

■ 『結城友奈は勇者である -大満開の章- ラバーマット』7 種 商品説明 

TV アニメ『結城友奈は勇者である -大満開の章-』から、ラバー素材

のマットが登場！ 

裏面がラバー素材のためズレにくくなっており、机やテーブルなどの

上に敷いて様々な用途でご使用いただけるマットです！ 

 

＜ラインナップ＞ 

 結城友奈＆東郷美森 勇者服 ver. 

 結城友奈＆東郷美森 ベビードール ver.  

 結城友奈＆東郷美森 制服 ver. 

 結城友奈＆三好夏凜 制服 ver. 

 結城友奈 勇者服 ver. 

 東郷美森 勇者服 ver. 

 鷲尾須美 勇者服 ver. 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 



■ 商品仕様 

サイズ：縦約 350mm×横約 600mm 

素材：ポリエステル、天然ゴム 

価格：各 3,300 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 3 月 

 

 

■ 『結城友奈は勇者である -大満開の章- トレーディングミニ色紙』 商品説明 

TV アニメ『結城友奈は勇者である -大満開の章-』から、トレーディ

ングミニ色紙が登場！ 

飾ったり、集めたりと楽しめるアイテムになっています！ 

 

＜ラインナップ＞ 

結城友奈＆東郷美森 勇者服 ver. A 

結城友奈＆東郷美森 ベビードール ver.  

結城友奈＆東郷美森 制服 ver. 

結城友奈＆三好夏凜 制服 ver. 

結城友奈 制服 ver. 

東郷美森 制服 ver. 

結城友奈 勇者服 ver. 

東郷美森 勇者服 ver. 

結城友奈＆東郷美森 勇者服 ver. B 

鷲尾須美 勇者服 ver. 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 商品仕様 

1BOX10 枚入り 

全 10 種 ※1BOX のご購入で全 10 種揃います。 

サイズ：縦約 135mm×横約 120mm 

素材：紙 

価格：1 個 495 円（税込）／1BOX（10 個入り） 4,950 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 3 月 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『結城友奈は勇者である -大満開の章- トレーディング缶バッジ』 商品説明 

TV アニメ『結城友奈は勇者である -大満開の章-』から、トレーディ

ング缶バッジが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

結城友奈＆東郷美森 勇者服 ver. A 

結城友奈＆東郷美森 ベビードール ver.  

結城友奈＆東郷美森 制服 ver. 

結城友奈＆三好夏凜 制服 ver. 

結城友奈 制服 ver. 

東郷美森 制服 ver. 

結城友奈 勇者服 ver. 

東郷美森 勇者服 ver. 

結城友奈＆東郷美森 勇者服 ver. B 

鷲尾須美 勇者服 ver. 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 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：直径約 57mm 

素材：紙、スチール 

価格：1 個 330 円（税込）／1BOX（10 個入り） 3,300 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 3 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 

©2021 Project 2H 

 

 

 

 

 

 

 



 

≪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)2005-2022 HOBBY STOCK inc. 


