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株式会社ホビーストック企画商品『青の祓魔師 京都不浄王篇』クリアファイル、携帯ストラップ、缶バッジ＆缶

ミラー、缶バッジコレクション 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 3 月 30 日より、弊社企画商品『青の祓魔師 京都不浄王篇 クリアファイル』2 種、『青の祓魔

師 京都不浄王篇 携帯ストラップ』7 種、『青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジ＆缶ミラーセット』10 種の予約受付を開始した

ことをお知らせいたします。 

また、ホビーストック WEB ショップにて『【カプセル】青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジコレクション』の予約受付を開始いたし

ました。 

 

クリアファイル、携帯ストラップ、缶バッジ＆缶ミラーセットは全国のホビー・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。 

缶バッジコレクションにつきましては、ホビーストック WEB ショップの他、一般店舗のカプセル筐体にて発売いたします。 

 

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/ 

 

■ 『青の祓魔師 京都不浄王篇 クリアファイル』2 種 商品説明 

TV アニメ『青の祓魔師 京都不浄王篇』から、A4 サイズ用クリアファイルが

登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

青の祓魔師 京都不浄王篇 クリアファイル A 

青の祓魔師 京都不浄王篇 クリアファイル B 

 

※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 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 

 

■ 発売日 

2017 年 5 月 

 

 



■ 『青の祓魔師 京都不浄王篇 携帯ストラップ』7 種 商品説明 

TV アニメ『青の祓魔師 京都不浄王篇』から、携帯ストラップが登場です！ 

携帯電話にはもちろん、バッグやゲーム機、デジカメなどいろいろな場所に

とりつけよう！ 

 

＜ラインナップ＞ 

青の祓魔師 京都不浄王篇 携帯ストラップ 奥村燐 

青の祓魔師 京都不浄王篇 携帯ストラップ 奥村雪男 

青の祓魔師 京都不浄王篇 携帯ストラップ 勝呂竜士 

青の祓魔師 京都不浄王篇 携帯ストラップ 志摩廉造 

青の祓魔師 京都不浄王篇 携帯ストラップ メフィスト・フェレス 

青の祓魔師 京都不浄王篇 携帯ストラップ 志摩柔造 

青の祓魔師 京都不浄王篇 携帯ストラップ 志摩金造 

 

※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 120mm×横約 20mm 

素材：布製 

価格：各 700 円＋税 

 

■ 発売日 

2017 年 5 月 

 

 

■ 『青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジ＆缶ミラーセット』10 種 商品説明 

TV アニメ『青の祓魔師 京都不浄王篇』から、缶バッジ＆缶ミラーセットが登

場！ 

32 ミリの缶バッジと 57 ミリの缶ミラーをセットにしたお得な商品です。 

 

＜ラインナップ＞ 

青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジ＆缶ミラーセット 奥村燐 

青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジ＆缶ミラーセット 奥村雪男 

青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジ＆缶ミラーセット 杜山しえみ 

青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジ＆缶ミラーセット 勝呂竜士 

青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジ＆缶ミラーセット 志摩廉造 

青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジ＆缶ミラーセット 神木出雲 

青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジ＆缶ミラーセット 霧隠シュラ 

青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジ＆缶ミラーセット メフィスト・フェレス 

青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジ＆缶ミラーセット 志摩柔造 

青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジ＆缶ミラーセット 志摩金造 

 

※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 

缶バッジサイズ：直径約 32mm 

缶ミラーサイズ：直径約 57mm 

素材：スチール・ミラー 

価格：各 650 円＋税 

 

■ 発売日 

2017 年 5 月 

 

 

■ 『【カプセル】青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジコレクション』 商品説明 

TV アニメ『青の祓魔師 京都不浄王篇』から、缶バッジコレクションが登場！ 

直径 57mm のちょっと大きめの缶バッジで存在感抜群です！ 

集めて揃えて楽しもう！ 

 

＜ラインナップ＞ 

1.奥村燐 

2.奥村雪男 

3.杜山しえみ 

4.勝呂竜士 

5.志摩廉造 

6.神木出雲 

7.霧隠シュラ 

8.メフィスト・フェレス 

9.志摩柔造 

10.志摩金造 

11.シークレット 

 

※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 

全 11 種（ノーマル 10 種＋シークレット 1 種） 

サイズ：直径約 57mm 

素材：スチール 

価格：1 回 300 円（税込） 

 

■ 発売日 

2017 年 5 月 

 

 

■ ホビーストック WEB ショップでの販売方法について 

全 11 種のなかからランダムで 1 個をお送りします。 

商品の中身は選べません。 

複数購入の場合、同じ種類が当たる可能性があります。何卒ご了承ください。 

 



【単品】【カプセル】青の祓魔師 京都不浄王篇 缶バッジコレクション 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002683 

 

 

■ 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 

©加藤和恵／集英社・「青の祓魔師」製作委員会・MBS 

 

 

 

≪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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