2017 年 12 月 7 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 『Fate/Grand Order』 ぴくりる！ トレーディングアクリルキーホルダー vol.4、手
帳型スマートフォンケース、携帯ストラップ、ポストカードセット 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 12 月 7 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。
『ぴくりる！ Fate/Grand Order トレーディングアクリルキーホルダー vol.4』
『Fate/Grand Order 手帳型スマートフォンケース』8 種
『Fate/Grand Order 携帯ストラップ』8 種
『Fate/Grand Order ポストカードセット「vol.5」／「vol.6」』
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。

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「Fate/Grand Order」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/fgo

■ 『ぴくりる！ Fate/Grand Order トレーディングアクリルキーホルダー vol.4』商品詳細
『Fate/Grand Order』から、かわいいディフォルメのぴくりる！イラスト
を使用したトレーディングアクリルキーホルダー第 4 弾が登場です！

キャラクターラインナップ（全 10 種）
・アヴェンジャー/巌窟王 エドモン・ダンテス
・セイバー/アルテラ
・ランサー/ディルムッド・オディナ
・ランサー/ブリュンヒルデ
・ランサー/ヘクトール
・ライダー/牛若丸
・キャスター/エリザベート・バートリー[ハロウィン]
・キャスター/玉藻の前
・バーサーカー/ナイチンゲール
・ルーラー/天草四郎

※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
全 10 種 ※1BOX のご購入で全 10 種揃います。
サイズ：縦約 80mm×横約 50mm（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：1 個 600 円＋税／1BOX（10 個入り） 6,000 円＋税

■ 発売月
2018 年 2 月

■ BOX 購入特典企画
ホビーストック WEB ショップや、一部店舗で購入された方にはもれなく、「マスター/主
人公(男) 魔術礼装アトラス院制服 ver.」アクリルキーホルダーが特典で付属します。

【HS 特典付き】ぴくりる！ Fate/Grand Order トレーディングアクリルキーホルダー
vol.4 10 個入り 1BOX
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003099

■ 『Fate/Grand Order 手帳型スマートフォンケース』8 種 商品詳細
『Fate/Grand Order』より、手帳型スマートフォンケースが登場です！
お気に入りのサーヴァントに大切なスマートフォンを保護してもらえば
ゲームもさらにヒートアップ！

＜ラインナップ＞
アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク[オルタ]
セイバー/ジークフリート
アーチャー/アルジュナ
アーチャー/子ギル
ランサー/カルナ
ランサー/クー・フーリン
ランサー/ディルムッド・オディナ
アサシン/謎のヒロイン X

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。
端末の取り付けには吸着パッドを採用し、機種を選ばずご使用いた
だけます。
パッド部分が上にスライドするため、ケースを装着したままの写真撮影
が可能。
ケースの内側には IC カードなどの収納に便利なカードポケット付きで
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。
※本製品に磁気カードを保管しないでください。破損する場合がございます。

■ 商品仕様
対応スマートフォン：縦約 162mm×横約 80mm までのスマートフォン
サイズ
・閉じた状態：縦約 162mm×横約 93mm
・開いた状態：横約 185mm（マグネット式止め具部分除く）

素材：ケース部分：PU レザー（合皮）
スライド台座：ABS
価格：各 3,200 円＋税

■ 発売月
2018 年 2 月

■ 『Fate/Grand Order 携帯ストラップ』8 種 商品詳細
『Fate/Grand Order』より、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＞
アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク[オルタ]
セイバー/ジークフリート
アーチャー/アルジュナ
アーチャー/子ギル
ランサー/カルナ
ランサー/クー・フーリン
ランサー/ディルムッド・オディナ
アサシン/謎のヒロイン X

※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 120mm×横約 20mm
素材：布製
価格：各 700 円＋税

■ 発売月
2018 年 2 月

■ 『Fate/Grand Order ポストカードセット「vol.5」／「vol.6」』商品詳細
『Fate/Grand Order』より、ポストカードセットが登場です！
お手紙にはもちろん、コレクションして楽しむのもおススメ！
ポストカード 4 枚を 1 セットにした商品です。

＜ラインナップ＞
vol.5
・セイバー/沖田総司
・アーチャー/織田信長
・アーチャー/子ギル
・ランサー/クー・フーリン

vol.6
・アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク[オルタ]
・アサシン/ジャック・ザ・リッパー
・セイバー/ジークフリート
・ランサー/ディルムッド・オディナ

※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：縦約 148mm×横約 100mm
素材：紙製／フルカラー印刷
ポストカード 4 枚組セット（4 種類×各 1 枚入り）
価格：各 600 円＋税

■ 発売月
2018 年 2 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）TYPE-MOON / FGO PROJECT

■ 「ぴくりる！Fate/Grand Order トレーディングカード 2 弾」プレゼントキャンペーン
ホビーストックで対象商品を購入された方にはもれなく、「ぴくりる！Fate/Grand
Order トレーディングカード 2 弾」が 1 枚付属します。
※商品名に（特典トレカ 2 弾付き）と書かれている商品が対象となります。
※対象商品 1 つ購入につき、全 4 種類のうちの 1 つがランダムで付属します。種
類は選べません。
※『ぴくりる！ Fate/Grand Order トレーディングアクリルキーホルダー vol.4』も
1BOX ご購入につきランダムで 1 枚付属します。
サイズ：縦 89mm×横 63mm
素材：紙

≪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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