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株式会社ホビーストック企画商品「オーバーロード」T シャツ、2Way トートバッグ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 11 月 5 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。 

『オーバーロード T シャツ アインズ・ウール・ゴウン（ブラック）』 

『オーバーロード T シャツ ギルド：アインズ・ウール・ゴウン（ブラック／ホワイト）』 

『オーバーロード T シャツ スタッフ・オブ・アインズ・ウール・ゴウン（ブラック／ホワイト）』 

『オーバーロード 2WAY トートバッグ アインズ・ウール・ゴウン（ブラック）』 

『オーバーロード 2WAY トートバッグ ギルド：アインズ・ウール・ゴウン（ブラック／ナチュラル）』 

『オーバーロード 2WAY トートバッグ スタッフ・オブ・アインズ・ウール・ゴウン（ブラック／ナチュラル）』 

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/ 

ホビーストック WEB ショップ ： http://www.hobbystock.jp/ 

 

 

■ 「オーバーロード T シャツ アインズ・ウール・ゴウン（ブラック）」商品説明 

TV アニメ「オーバーロード」から、ナザリック大墳墓の頂点に立つ至高の

四十一人にしてギルド最高責任者である「アインズ・ウール・ゴウン」様の

御尊顔をクールにデザインした T シャツが登場！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承くださ

い。 

 

■ 商品仕様 

サイズ： 

S（身丈 66cm/身幅 49cm/袖丈 19cm） 

M（身丈 70cm/身幅 52cm/袖丈 20cm） 

L（身丈 74cm/身幅 55cm/袖丈 22cm） 

XL（身丈 78cm/身幅 58cm/袖丈 24cm） 

素材：綿 

価格：各 3,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 1 月 

 

 



■ 「オーバーロード T シャツ ギルド：アインズ・ウール・ゴウン（ブラック／ホワイト）」商品説明 

TV アニメ「オーバーロード」から、ナザリック大墳墓の頂点に立つ至高の四十一人

が所属するギルド「アインズ・ウール・ゴウン」のギルドマークをプリントした T シャ

ツが登場！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

S（身丈 66cm/身幅 49cm/袖丈 19cm） 

M（身丈 70cm/身幅 52cm/袖丈 20cm） 

L（身丈 74cm/身幅 55cm/袖丈 22cm） 

XL（身丈 78cm/身幅 58cm/袖丈 24cm） 

素材：綿 

価格：各 2,400 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 1 月 

 

 

 

■ 「オーバーロード T シャツ スタッフ・オブ・アインズ・ウール・ゴウン（ブラック／ホワイト）」商品説明 

TV アニメ『オーバーロード』から、ナザリック大墳墓の頂点に立つ至高の四十一人

が所属するギルド「アインズ・ウール・ゴウン」のギルド武器であり、ギルドの象徴と

も言える「スタッフ・オブ・アインズ・ウール・ゴウン」をクールにデザインした T シャ

ツが登場！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

S（身丈 66cm/身幅 49cm/袖丈 19cm） 

M（身丈 70cm/身幅 52cm/袖丈 20cm） 

L（身丈 74cm/身幅 55cm/袖丈 22cm） 

XL（身丈 78cm/身幅 58cm/袖丈 24cm） 

素材：綿 

価格：各 2,400 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 1 月 

 



 

■ 「オーバーロード 2WAY トートバッグ アインズ・ウール・ゴウン（ブラック）」商品説明 

TV アニメ『オーバーロード』から、ナザリック大墳墓の頂点に立つ至高の

四十一人にしてギルド最高責任者である「アインズ・ウール・ゴウン」様の

御尊顔をクールにデザインした 2WAY トートバッグが登場です。 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承くださ

い。 

 

■ 商品仕様 

トートバッグサイズ：縦約 400mm×横約 400mm 

持ち手：長さ約 920mm 

内容量：約 5L 

素材：キャンバス 綿 100％ 

トートバッグボディカラー：ブラック 

価格：2,800 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 1 月 

 

 

 

■ 「オーバーロード 2WAY トートバッグ ギルド：アインズ・ウール・ゴウン（ブラック／ナチュラル）」商品説明 

TV アニメ『オーバーロード』から、ナザリック大墳墓の頂点に立つ至高の四十一

人が所属するギルド「アインズ・ウール・ゴウン」のギルドマークをプリントした

2WAY トートバッグが登場です！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

トートバッグサイズ：縦約 400mm×横約 400mm 

持ち手：長さ約 920mm 

内容量：約 5L 

素材：キャンバス 綿 100％ 

トートバッグボディカラー：ブラック／ナチュラル 

価格：各 2,800 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 1 月 

 



 

■ 「オーバーロード 2WAY トートバッグ スタッフ・オブ・アインズ・ウール・ゴウン（ブラック／ナチュラル）」商品説

明 

TV アニメ『オーバーロード』から、ナザリック大墳墓の頂点に立つ至高の四十一

人が所属するギルド「アインズ・ウール・ゴウン」のギルド武器であり、ギルドの象

徴とも言える「スタッフ・オブ・アインズ・ウール・ゴウン」をクールにデザインした

2WAY トートバッグが登場です！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

トートバッグサイズ：縦約 400mm×横約 400mm 

持ち手：長さ約 920mm 

内容量：約 5L 

素材：キャンバス 綿 100％ 

トートバッグボディカラー：ブラック／ナチュラル 

価格：各 2,800 円＋税 

 

■ 発売日 

2016 年 1 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 

(c)丸山くがね・ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊／オーバーロード製作委員会 

 



 

 

≪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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