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株式会社ホビーストック企画商品 「デジモンアドベンチャー tri.」 トレーディング缶バッジ、クリアファイル、マルチク

ロス 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 11 月 19 日より、弊社企画商品『デジモンアドベンチャー tri. トレーディング缶バッジ 「Vol.1」

／「Vol.2」』、『デジモンアドベンチャー tri. クリアファイル 「八神 太一＆アグモン」／「石田 ヤマト＆ガブモン」／「武之内 空

＆ピヨモン」／「泉 光子郎＆テントモン」／「太刀川 ミミ＆パルモン」／「城戸 丈＆ゴマモン」／「高石 タケル＆パタモン」／

「八神 ヒカリ＆テイルモン」』、『デジモンアドベンチャー tri. マルチクロス 「八神 太一＆アグモン」／「石田 ヤマト＆ガブモ

ン」／「武之内 空＆ピヨモン」／「泉 光子郎＆テントモン」／「太刀川 ミミ＆パルモン」／「城戸 丈＆ゴマモン」／「高石 タケル

＆パタモン」／「八神 ヒカリ＆テイルモン」』の予約受付を開始したことをお知らせいたします。 

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。 

 

『デジモンアドベンチャー tri. トレーディング缶バッジ 「Vol.1」／「Vol.2」』は、ホビーストック WEB ショップにて本日 19 日より先

行販売いたします。 

また、21 日からは「デジモンアドベンチャー tri.」の劇場物販他にて先行販売予定です。 

 

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「デジモンアドベンチャー」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/digimon/ 

 

 

■ 『デジモンアドベンチャー tri. トレーディング缶バッジ 「Vol.1」／「Vol.2」』商品詳細 

「デジモンアドベンチャー tri.」から、選ばれし子どもたち 8 人と、パートナ

ーデジモンたち 8 匹のデフォルメイラストを使用したトレーディング缶バッ

ジが登場！ 

全種集めて楽しもう！ 

 

＜ラインナップ＞ 

【Vol.1】 

八神 太一、石田 ヤマト、武之内 空、泉 光子郎、太刀川 ミミ、城戸 丈、

高石 タケル、八神 ヒカリ 

 

【Vol.2】 

アグモン、ガブモン、ピヨモン、テントモン、パルモン、ゴマモン、パタモン、

テイルモン 

 

※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 

各全 8 種※1BOX のご購入で全 8 種揃います。 

サイズ：直径約 54mm 

価格：1 ピース 278 円＋税／1BOX 2,224 円＋税 

 

■ 発売月 

2016 年 1 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 『デジモンアドベンチャー tri. クリアファイル 「八神 太一＆アグモン」／「石田 ヤマト＆ガブモン」／「武之内 

空＆ピヨモン」／「泉 光子郎＆テントモン」／「太刀川 ミミ＆パルモン」／「城戸 丈＆ゴマモン」／「高石 タケ

ル＆パタモン」／「八神 ヒカリ＆テイルモン」』商品詳細 

「デジモンアドベンチャー tri.」から、キャラクターとそのパートナーデジモン

のイラストを使用した A4 サイズ用クリアファイルが登場！ 

 

※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＞ 

デジモンアドベンチャー tri. クリアファイル 八神 太一＆アグモン 

デジモンアドベンチャー tri. クリアファイル 石田 ヤマト＆ガブモン 

デジモンアドベンチャー tri. クリアファイル 武之内 空＆ピヨモン 

デジモンアドベンチャー tri. クリアファイル 泉 光子郎＆テントモン 

デジモンアドベンチャー tri. クリアファイル 太刀川 ミミ＆パルモン 

デジモンアドベンチャー tri. クリアファイル 城戸 丈＆ゴマモン 

デジモンアドベンチャー tri. クリアファイル 高石 タケル＆パタモン 

デジモンアドベンチャー tri. クリアファイル 八神 ヒカリ＆テイルモン 

 

■ 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） 

価格：各 350 円＋税 

 

■ 発売月 

2016 年 1 月 

 

 



■ 『デジモンアドベンチャー tri. マルチクロス 「八神 太一＆アグモン」／「石田 ヤマト＆ガブモン」／「武之内 

空＆ピヨモン」／「泉 光子郎＆テントモン」／「太刀川 ミミ＆パルモン」／「城戸 丈＆ゴマモン」／「高石 タケ

ル＆パタモン」／「八神 ヒカリ＆テイルモン」』商品詳細 

「デジモンアドベンチャー tri.」から、キャラクターとそのパートナーデジモ

ンのイラストを使用したマイクロファイバー製クロスが登場！ 

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、予めご了承くだ

さい。 

 

＜ラインナップ＞ 

デジモンアドベンチャー tri. マルチクロス 八神 太一＆アグモン 

デジモンアドベンチャー tri. マルチクロス 石田 ヤマト＆ガブモン 

デジモンアドベンチャー tri. マルチクロス 武之内 空＆ピヨモン 

デジモンアドベンチャー tri. マルチクロス 泉 光子郎＆テントモン 

デジモンアドベンチャー tri. マルチクロス 太刀川 ミミ＆パルモン 

デジモンアドベンチャー tri. マルチクロス 城戸 丈＆ゴマモン 

デジモンアドベンチャー tri. マルチクロス 高石 タケル＆パタモン 

デジモンアドベンチャー tri. マルチクロス 八神 ヒカリ＆テイルモン 

 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 250mm×横約 250mm 

素材：マイクロファイバー 

価格：各 600 円＋税 

 

■ 発売月 

2016 年 1 月 

 

 

■ 発売・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://www.hobbystock.co.jp/ 

 

■ コピーライト 

(C)本郷あきよし・東映アニメーション 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

≪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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