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株式会社ホビーストック企画商品 『Fate/EXTELLA LINK』 アクリルキーホルダーvol.2、クリアファイル vol.2、

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 6 月 28 日より、弊社企画商品『Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2』25 種、

『Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2』25 種、『Fate/EXTELLA LINK 缶バッジコレクション 「vol.1」／「vol.2」』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。 

また、『Fate/EXTELLA LINK 缶バッジコレクション 「vol.1」／「vol.2」』はブラインドパッケージ仕様での販売の他、カプセル筐体

でも発売いたします。 

 

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『Fate/EXTELLA』アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/fateextella/ 

 

 

■ 『Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2』25 種 商品説明 

『Fate/EXTELLA LINK』より、アクリルキーホルダー第二弾が登場で

す！ 

新衣装のキャラクターイラストを使った全 25 種類をラインナップ！ 

 

＜ラインナップ＞ 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 シャルルマーニュ 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 ネロ・クラウディウス 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 玉藻の前 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 アルテラ 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 クー・フーリン 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 ガウェイン 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 エリザベート=バートリー 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 アルジュナ 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 アストルフォ 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 ロビンフッド 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 カルナ 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 フランシス・ドレイク 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 ランスロット 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 メドゥーサ 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 呂布奉先 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 ダレイオス三世 



Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 李書文 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 スカサハ 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 ジル・ド・レェ 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 ギルガメッシュ 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 ジャンヌ・ダルク 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 イスカンダル 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 アルキメデス 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 アルトリア・ペンドラゴン 

Fate/EXTELLA LINK アクリルキーホルダー vol.2 カール大帝 

 

※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 72mm×横約 57mm（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 

2018 年 9 月 

 

 

■ 『Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2』25 種 商品説明 

『Fate/EXTELLA LINK』より、A4 サイズ用のクリアファイル第二弾が

登場です！ 

新衣装のキャラクターイラストを使った全 25 種類をラインナップ！ 

 

＜ラインナップ＞ 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 シャルルマーニュ 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 ネロ・クラウディウス 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 玉藻の前 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 アルテラ 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 クー・フーリン 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 ガウェイン 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 エリザベート=バートリー 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 アルジュナ 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 アストルフォ 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 ロビンフッド 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 カルナ 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 フランシス・ドレイク 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 ランスロット 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 メドゥーサ 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 呂布奉先 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 ダレイオス三世 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 李書文 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 スカサハ 



Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 ジル・ド・レェ 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 ギルガメッシュ 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 ジャンヌ・ダルク 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 イスカンダル 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 アルキメデス 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 アルトリア・ペンドラゴン 

Fate/EXTELLA LINK クリアファイル vol.2 カール大帝 

 

※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 

2018 年 9 月 

 

 

■ 『Fate/EXTELLA LINK 缶バッジコレクション 「vol.1」／「vol.2」』商品説明 

『Fate/EXTELLA LINK』より、新衣装などのキャラクターイラストを使

用した缶バッジが登場です！ 

 

＜ラインナップ＞ 

【vol.1】 

・シャルルマーニュ 

・ネロ・クラウディウス 

・無銘 

・エリザベート=バートリー 

・アルジュナ 

・アストルフォ 

・カルナ 

・フランシス・ドレイク 

・メドゥーサ 

・ダレイオス三世 

・李書文 

・イスカンダル 

・アルキメデス 

 

【vol.2】 

・玉藻の前 

・アルテラ 

・クー・フーリン 

・ガウェイン 

・ロビンフッド 



・ランスロット 

・呂布奉先 

・スカサハ 

・ジル・ド・レェ 

・ギルガメッシュ 

・ジャンヌ・ダルク 

・アルトリア・ペンドラゴン 

・カール大帝 

 

※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 

【トレーディング】 

1BOX50 個入り 

vol.1：全 13 種、vol.2：全 13 種 

ブラインドパッケージ 

 

【カプセル】 

50 個入りアソート 

vol.1：全 13 種、vol.2：全 13 種 

 

サイズ：縦約 52mm×横約 57mm 

素材：紙、スチール 

価格：1 ピース 278 円＋税 

 

■ 発売日 

2018 年 9 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップでの販売方法について 

1BOX50 個入りでの BOX 販売の他、ランダムで 1 個をお送りする単品販売を行います。 

単品販売の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。 

 

＜BOX＞ 

Fate/EXTELLA LINK 缶バッジコレクション vol.1 50 個入り 1BOX 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003659 

Fate/EXTELLA LINK 缶バッジコレクション vol.2 50 個入り 1BOX 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003660 

 

＜単品＞ 

【単品】 Fate/EXTELLA LINK 缶バッジコレクション vol.1 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003661 

【単品】 Fate/EXTELLA LINK 缶バッジコレクション vol.2 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003662 



 

 

■ 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 ©2018 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/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

(C)2005-2018 HOBBY STOCK inc. 


