
2015 年 1 月 30 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「ソードアート・オンライン」アクリルモバイルスタンド、フルカラーブックカバー、

ラバーモバイルスタンド、PVC パスケース 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 1 月 30 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。 

「ソードアート・オンライン II アクリルモバイルスタンド 『キリト＆シノン ver.』／『シノン ver.』」 

「ソードアート・オンライン II フルカラーブックカバー ファントム・バレット ver.」 

「ぴくりる！ ソードアート・オンライン ラバーモバイルスタンド 『キリト 黒の剣士 ver.』／『アスナ 血盟騎士団 ver.』」 

「ぴくりる！ ソードアート・オンライン PVC パスケース 『キリト 黒の剣士 ver.』／『アスナ 血盟騎士団 ver』」 

全国の玩具店、大手家電量販店、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/ 

「ソードアート・オンライン II」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/sao/ 

 

■ 「ソードアート・オンライン II アクリルモバイルスタンド 『キリト＆シノン ver.』／『シノン ver.』」商品説明 

TV アニメ「ソードアート・オンラインⅡ」より、アクリル製モバイルスタンド

が登場！ 

abec先生イラストのファントム・バレット編キービジュアルを使用した「キリ

ト＆シノン ver.」とアニメ版イラストを使用した「シノン ver.」の 2 種類！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了承く

ださい。 

 

＜ラインナップ＞ 

ソードアート・オンラインⅡ アクリルモバイルスタンド キリト＆シノン ver. 

ソードアート・オンラインⅡ アクリルモバイルスタンド シノン ver. 

 

■ 商品仕様 

サイズ：キリト＆シノン ver. 縦約 145mm×横約 145mm  

シノン ver. 縦約 125mm×横約 145mm 

素材：アクリルキリト＆シノン ver. 

イラスト：abec 

価格：各 1,800 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 3 月 

 



 

■ 「ソードアート・オンライン II フルカラーブックカバー ファントム・バレット ver.」商品説明 

TV アニメ「ソードアート・オンラインⅡ」より、abec 先生イラストのファント

ム・バレット編キービジュアルを使用したキリト＆シノンのフルカラーブッ

クカバーが登場！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了承く

ださい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 165mm×横約 310mm(文庫サイズ用） 

素材：帆布印刷：フルカラー印刷 

イラスト：abec 

価格：1,200 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 3 月 

 

 

■ 「ぴくりる！ ソードアート・オンライン ラバーモバイルスタンド 『キリト 黒の剣士 ver.』／『アスナ 血盟騎士団

ver.』」商品説明 

TV アニメ「ソードアート・オンライン」より「キリト 黒の剣士 ver.」「アスナ 

血盟騎士団 ver.」のラバー製モバイルスタンド 2 種が登場！ 

※横幅 75mm×厚み 25mm 程度までのスマートフォンなどを置くことがで

きます。 

※写真と実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了承くださ

い。 

※写真のスマートフォンは本製品には付属しません。 

 

＜ラインナップ＞ 

ぴくりる！ ソードアート・オンライン ラバーモバイルスタンド キリト 黒の

剣士 ver. 

ぴくりる！ ソードアート・オンライン ラバーモバイルスタンド アスナ 血

盟騎士団 ver. 

 

■ 商品仕様 

本体：縦約 182mm×横約 95mm×厚み約 5mm（未組立時）  

開口部：縦約 25mm×横約 75mm 

素材：ソフト PVC（ラバー） 

付属品：カールコード 

価格：各 1,200 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 4 月 

 



 

■ 「ぴくりる！ ソードアート・オンライン PVC パスケース 『キリト 黒の剣士 ver.』／『アスナ 血盟騎士団 ver』」

商品説明 

TV アニメ「ソードアート・オンライン」より「キリト 黒の剣士 ver.」「アスナ 

血盟騎士団 ver.」の PVC 製パスケース 2 種が登場！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了承く

ださい。 

 

＜ラインナップ＞ 

ぴくりる！ ソードアート・オンライン PVC パスケース キリト 黒の剣士

ver. 

ぴくりる！ ソードアート・オンライン PVC パスケース アスナ 血盟騎士

団 ver. 

 

■ 商品仕様 

サイズ：キリト 黒の剣士 ver. 縦約 145mm×横約 130mm  

アスナ 血盟騎士団 ver. 縦約 147mm×横約 110mm 

素材：PVC 

付属品：カールコード裏面カードポケット 1 ヵ所あり 

価格：各 1,200 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 4 月 

 

 

■ コピーライト 

(C)2014 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊／SAOII Project 

(C）川原 礫／アスキー・メディアワークス／SAO Project 

 

■ 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/ 

 

 

■ ホビーストック WEB ショップ通常の 10 倍ポイント還元！ 

今回ご案内したアイテム各種をホビーストック WEB ショップでご購入いただくと、通常の 10 倍のホビーストックポイント（1pt=1

円）を商品出荷時に還元いたします。 

 

ホビーストック WEB ショップ「ソードアート・オンライン II」アイテム特集ページ 

http://www.hobbystock.jp/sp/sm/sao/ 

 



 

 

≪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/ 
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(C)2005-2015 HOBBY STOCK inc. 


