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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 『ガールズ＆パンツァー 最終章』B2 タペストリー、アクリルフィギュア、クリ

アファイルセット 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 5 月 12 日より、弊社企画商品『ガールズ＆パンツァー 最終章 B2 タペストリー 添い寝 ver.』

20 種、『ガールズ＆パンツァー 最終章 アクリルフィギュア 添い寝 ver.』20 種、『ガールズ＆パンツァー 最終章 クリアファイ

ルセット 添い寝 ver.』10 種の予約受付を開始しました。 

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 ： https://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 添い寝 ver.』20 種 商品説明 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、添い寝イラストを使用した B2

タペストリーが登場！ 

壁などに飾ってお楽しみ下さい！ 

 

＜ラインナップ＞ 

 西住みほ 添い寝 A ver. 

 西住みほ 添い寝 B ver. 

 ダージリン 添い寝 A ver. 

 ダージリン 添い寝 B ver. 

 ケイ 添い寝 A ver. 

 ケイ 添い寝 B ver. 

 アンチョビ 添い寝 A ver. 

 アンチョビ 添い寝 B ver. 

 カチューシャ 添い寝 A ver. 

 カチューシャ 添い寝 B ver. 

 西住まほ 添い寝 A ver. 

 西住まほ 添い寝 B ver. 

 西絹代 添い寝 A ver. 

 西絹代 添い寝 B ver. 

 ミカ 添い寝 A ver. 

 ミカ 添い寝 B ver. 

 島田愛里寿 添い寝 A ver. 

 島田愛里寿 添い寝 B ver. 

 マリー 添い寝 A ver. 



 マリー 添い寝 B 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 515mm×横約 728mm（B2 サイズ） 

素材：ポリエステルスエード 

パイプ・紐付き 

価格：各 3,300 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 7 月 

 

■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 アクリルフィギュア 添い寝 ver.』20 種 商品説明 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、添い寝イラストを使用した机

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＞ 

 西住みほ 添い寝 A ver. 

 西住みほ 添い寝 B ver. 

 ダージリン 添い寝 A ver. 

 ダージリン 添い寝 B ver. 

 ケイ 添い寝 A ver. 

 ケイ 添い寝 B ver. 

 アンチョビ 添い寝 A ver. 

 アンチョビ 添い寝 B ver. 

 カチューシャ 添い寝 A ver. 

 カチューシャ 添い寝 B ver. 

 西住まほ 添い寝 A ver. 

 西住まほ 添い寝 B ver. 

 西絹代 添い寝 A ver. 

 西絹代 添い寝 B ver. 

 ミカ 添い寝 A ver. 

 ミカ 添い寝 B ver. 

 島田愛里寿 添い寝 A ver. 

 島田愛里寿 添い寝 B ver. 

 マリー 添い寝 A ver. 

 マリー 添い寝 B 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： 

・西住みほ 添い寝 A ver.：縦約 50mm×横約 135mm 

・西住みほ 添い寝 B ver.：縦約 41mm×横約 135mm 



・ダージリン 添い寝 A ver.：縦約 46mm×横約 135mm 

・ダージリン 添い寝 B ver.：縦約 39mm×横約 142mm 

・ケイ 添い寝 A ver.：縦約 55mm×横約 135mm 

・ケイ 添い寝 B ver.：縦約 46mm×横約 135mm 

・アンチョビ 添い寝 A ver.：縦約 58mm×横約 135mm 

・アンチョビ 添い寝 B ver.：縦約 39mm×横約 135mm 

・カチューシャ 添い寝 A ver.：縦約 53mm×横約 135mm 

・カチューシャ 添い寝 B ver.：縦約 47mm×横約 135mm 

・西住まほ 添い寝 A ver.：縦約 51mm×横約 135mm 

・西住まほ 添い寝 B ver.：縦約 41mm×横約 135mm 

・西絹代 添い寝 A ver.：縦約 41mm×横約 142mm 

・西絹代 添い寝 B ver.：縦約 37mm×横約 135mm 

・ミカ 添い寝 A ver.：縦約 51mm×横約 135mm 

・ミカ 添い寝 B ver.：縦約 39mm×横約 135mm 

・島田愛里寿 添い寝 A ver.：縦約 52mm×横約 135mm 

・島田愛里寿 添い寝 B ver.：縦約 40mm×横約 141mm 

・マリー 添い寝 A ver.：縦約 50mm×横約 135mm 

・マリー 添い寝 B ver.：縦約 61mm×横約 135mm 

素材：アクリル 

付属品：台座 

価格：各 1,650 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 7 月 

 

 

■ 『ガールズ＆パンツァー 最終章 クリアファイルセット 添い寝 ver.』10 種 商品説明 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』より、添い寝イラストを使用したクリ

アファイルセットが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

 西住みほ 添い寝 ver. 

 ダージリン 添い寝 ver. 

 ケイ 添い寝 ver. 

 アンチョビ 添い寝 ver. 

 カチューシャ 添い寝 ver. 

 西住まほ 添い寝 ver. 

 西絹代 添い寝 ver. 

 ミカ 添い寝 ver. 

 島田愛里寿 添い寝 ver. 

 マリー 添い寝 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 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

素材：PP（ポリプロピレン） 

クリアファイル 2 枚セット 

価格：各 990 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 7 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 
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【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/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

(C)2005-2022 HOBBYSTOCK inc. 


