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株式会社ホビーストック企画商品 『Fate/EXTELLA』アクリルキーホルダー、手帳型スマートフォンケース、モ

バイルバッテリー、クリアファイル 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 10 日より、弊社企画商品『Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー』18 種、

『Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース』16 種、『Fate/EXTELLA モバイルバッテリー』16 種、『Fate/EXTELLA クリアフ

ァイル』18 種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。 

 

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/ 

 

■ 『Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー』18 種 商品説明 

『Fate/EXTELLA』より、サーヴァントとマスターのアクリルキーホルダーが

登場！ 

サーヴァントとマスターのイラストを使った全 18 種類をラインナップ！ 

 

＜ラインナップ＞ 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー ネロ・クラウディウス 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー 無銘 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー ガウェイン 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー クー・フーリン 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー 李書文 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー 玉藻の前 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー カルナ 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー エリザベート=バートリー 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー 呂布奉先 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー メドゥーサ 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー アルテラ 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー ギルガメッシュ 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー ジャンヌ・ダルク 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー イスカンダル 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー アルトリア・ペンドラゴン 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー アルキメデス 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー 主人公（男） 

Fate/EXTELLA アクリルキーホルダー 主人公（女） 

 



※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 80mm×横約 60mm（キャラによって若干異なります） 

素材：アクリル、メタルパーツ 

価格：各 600 円＋税 

 

■ 発売日 

2017 年 1 月 

 

 

■ 『Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース』16 種 商品説明 

『Fate/EXTELLA』より、手帳型スマートフォンケースが登場です！ 

サーヴァントのイラストを使った全 16 種類をラインナップ！ 

汎用タイプのため各社 5.5 インチサイズまでのスマートフォンに対応しま

す。 

止め具はマグネットでスマートな開け閉めが可能。 

さらにカード入れやポケット、ちょっと便利なアクリル製ミラー付き！ 

 

＜ラインナップ＞ 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース ネロ・クラウディウス 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース 無銘 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース ガウェイン 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース クー・フーリン 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース 李書文 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース 玉藻の前 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース カルナ 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース エリザベート=バートリー 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース 呂布奉先 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース メドゥーサ 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース アルテラ 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース ギルガメッシュ 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース ジャンヌ・ダルク 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース イスカンダル 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース アルトリア・ペンドラゴン 

Fate/EXTELLA 手帳型スマートフォンケース アルキメデス 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

対応スマートフォン：各社 5.5 インチサイズまでに対応 

サイズ 

・閉じた状態：縦約 164mm×横約 88mm 

・開いた状態：横（マグネット式止め具部分込み）239mm 

素材 



・ケース部分：合成皮革 

・ストラップ穴：アルミニウム 

・鏡：アクリル 縦約 116mm×横約 54mm 

価格：各 3,200 円＋税 

 

■ 発売日 

2017 年 2 月 

 

 

■ 『Fate/EXTELLA モバイルバッテリー』16 種 商品説明 

『Fate/EXTELLA』より、スマートフォン（iPhone、Android 端末）やポータブ

ルゲーム機などが充電可 

能なモバイルバッテリーが登場です！ 

容量 4000mAh でスマートフォンやポータブルゲーム機が約 2 回分充電可

能！ 

サーヴァントのイラストを使った全 16 種類をラインナップ！ 

 

＜ラインナップ＞ 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー ネロ・クラウディウス 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー 無銘 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー ガウェイン 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー クー・フーリン 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー 李書文 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー 玉藻の前 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー カルナ 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー エリザベート=バートリー 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー 呂布奉先 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー メドゥーサ 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー アルテラ 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー ギルガメッシュ 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー ジャンヌ・ダルク 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー イスカンダル 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー アルトリア・ペンドラゴン 

Fate/EXTELLA モバイルバッテリー アルキメデス 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 111mm×横約 65mm×厚さ約 9mm 

重量：約 103g 

容量：4000mAh 

入力電圧(microUSB)：5V 

出力電圧：5V（最大） 1000m 

付属品：microUSB ケーブル 

価格：各 4,980 円＋税 



 

■ 発売日 

2017 年 2 月 

 

■ 『Fate/EXTELLA クリアファイル』18 種 商品説明 

『Fate/EXTELLA』より、A4 サイズ用のクリアファイルが登場です！ 

サーヴァントとマスターのイラストを使った全 18 種類をラインナップ！ 

 

＜ラインナップ＞ 

Fate/EXTELLA クリアファイル ネロ・クラウディウス 

Fate/EXTELLA クリアファイル 無銘 

Fate/EXTELLA クリアファイル ガウェイン 

Fate/EXTELLA クリアファイル クー・フーリン 

Fate/EXTELLA クリアファイル 李書文 

Fate/EXTELLA クリアファイル 玉藻の前 

Fate/EXTELLA クリアファイル カルナ 

Fate/EXTELLA クリアファイル エリザベート=バートリー 

Fate/EXTELLA クリアファイル 呂布奉先 

Fate/EXTELLA クリアファイル メドゥーサ 

Fate/EXTELLA クリアファイル アルテラ 

Fate/EXTELLA クリアファイル ギルガメッシュ 

Fate/EXTELLA クリアファイル ジャンヌ・ダルク 

Fate/EXTELLA クリアファイル イスカンダル 

Fate/EXTELLA クリアファイル アルトリア・ペンドラゴン 

Fate/EXTELLA クリアファイル アルキメデス 

Fate/EXTELLA クリアファイル 主人公（男） 

Fate/EXTELLA クリアファイル 主人公（女） 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

素材：PP（ポリプロピレン） 

サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

価格：各 350 円＋税 

 

■ 発売日 

2017 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 

©TYPE-MOON ©2016 Marvelous Inc. 

 

 

 

≪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)2005-2016 HOBBY STOCK inc. 


