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株式会社ホビーストック企画商品『シンフォギアバースデー記念グッズセット 暁切歌』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 13 日より、「戦姫絶唱シンフォギア」のキャラクターの誕生日を記念したグッズセット『シ

ンフォギアバースデー 記念グッズセット 暁切歌 2019.04.13ver.』と、『シンフォギアバースデー アクリルフィギュア 暁切歌

「2019.04.13ver.」／「2017.04.13ver.」』の予約受付を、ホビーストック WEB ショップ限定にて開始いたしました。 

 

「記念グッズセット」につきましては、「アクリルフィギュア」をセットにした「記念グッズ DX セット」もご用意しております。 

こちらには「記念グッズ DX セット」だけの特典として、バースデー記念のイラストを使用した「アクリルキーホルダー」が付属しま

す。 

 

今後も「戦姫絶唱シンフォギア」シリーズのキャラクターたちのバースデーを祝うべく、記念グッズセットは順次展開予定です。 

 

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「戦姫絶唱シンフォギア」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/symphogear/ 

 

■ 「シンフォギアバースデー 記念グッズセット 暁切歌 2019.04.13ver.」商品説明 

4 月 13 日は「暁切歌」のバースデー！ 

記念すべき 1 日を祝うためのグッズセットがホビーストック WEB ショ

ップ限定で登場！ 

 

バースデーを記念したイラストはキャラクター原案の吉井ダン先生に

よる新規描き下ろし！ 

華やかなドレス姿のイラストを使用した「B2 タペストリー」「缶バッジ」

「ポストカード」に加え、こちらも描き下ろしによる「複製色紙」をセット

にしました。 

今回は誕生日前に発売予定ですので、4 月 13 日はこのグッズセット

とともに切歌のバースデーを祝いましょう！ 

 

※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 

原画：吉井ダン 

セット内容 

・B2 タペストリー 



素材：ポリエステルスエード 

サイズ：B2 サイズ（縦約 728mm×横約 515mm) 

パイプ・紐付き 

・缶バッジ 

素材：スチール 

サイズ：直径約 76mm 

・ポストカード 

素材：紙 

サイズ：縦約 148mm×横約 100mm 

・複製色紙 

素材：紙 

サイズ：縦約 272mm×横約 242mm 

 

価格：5,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2019 年 3 月(予約締切り日：2019 年 2 月 1 日) 

 

■ 記念グッズ DX セット 

4 月 13 日は「暁切歌」のバースデー！ 

「暁切歌」の記念すべき 1 日を祝うための「記念グッズセット」と「アク

リルフィギュア」をセットにした「記念グッズ DX セット」がホビーストッ

ク WEB ショップ限定で登場！ 

「記念グッズDXセット」だけの特典として、バースデー記念のイラスト

を使用した「アクリルキーホルダー」が付属します。 

 

・アクリルフィギュア 

素材：アクリル 

サイズ： 

本体：縦約 130mm×横約 93mm 

スタンド：縦約 40mm×横約 95mm 

付属品：スタンド 

・アクリルキーホルダー 

素材：アクリル 

サイズ：縦約 80mm×横約 50mm 

ボールチェーン付き 

 

価格：6,800 円＋税 

 

 

■ ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

通常版 ： http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003932 

DX セット ： http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003931 

 

 



■ 「シンフォギアバースデー アクリルフィギュア 暁切歌 2019.04.13ver.」商品説明 

4 月 13 日は「暁切歌」のバースデー！ 

キャラクター原案の吉井ダン先生の新規描き下ろしによるバースデ

ー記念イラストを使用したアクリルフィギュアがホビーストック WEB シ

ョップ限定で登場！ 

「シンフォギアバースデー 記念グッズセット（通常）」（別売）などと一

緒に飾り、切歌の記念すべき 1 日を祝いましょう！ 

 

※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 

原画：吉井ダン 

素材：アクリル 

サイズ 

本体：縦約 130mm×横約 93mm 

スタンド：縦約 40mm×横約 95mm 

付属品：スタンド 

 

価格：1,800 円＋税 

 

■ 発売日 

2019 年 3 月(予約締切り日：2019 年 2 月 1 日) 

 

■ ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003929 

 

 

■ 「シンフォギアバースデー アクリルフィギュア 暁切歌 2017.04.13ver.」商品説明 

4 月 13 日は「暁切歌」のバースデー！ 

キャラクター原案の吉井ダン先生描き下ろしによる 2017 年のバース

デー記念イラストを使用したアクリルフィギュアがホビーストック WEB

ショップ限定で登場！ 

「シンフォギアバースデー 記念グッズセット」（別売）などと一緒に飾

り、切歌の記念すべき 1 日を祝いましょう！ 

 

※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 

原画：吉井ダン 

素材：アクリル 

サイズ 

本体：縦 133mm×横約 98mm 

スタンド：縦約 40mm×横約 95mm 



付属品：スタンド 

 

価格：1,800 円＋税 

 

■ 発売日 

2019 年 3 月(予約締切り日：2019 年 2 月 1 日) 

 

■ ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003930 

 

 

■ 暁切歌 バースデー記念グッズラインナップ 

 

B2 タペストリ

ー 
複製色紙 缶バッジ ポストカード

アクリルキー

ホルダー 

アクリルフィ

ギュア 2019.

04.13ver. 

アクリルフィ

ギュア 2017.

04.13ver.

【HS 限定 DX 版】シンフォギアバ

ースデー 記念グッズ DX セット 

暁切歌 2019.04.13ver. （セット

限定アクリルキーホルダー付） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 
 

【HS 限定通常版】シンフォギア

バースデー 記念グッズセット 

暁切歌 2019.04.13ver. 

〇 〇 〇 〇 
   

【HS 限定】シンフォギアバースデ

ー アクリルフィギュア 暁切歌 2

019.04.13ver. 

     
〇 

 

【HS 限定】シンフォギアバースデ

ー アクリルフィギュア 暁切歌 2

017.04.13ver. 

      
〇 

 

 

■ 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 

©Project シンフォギア AXZ 

©Project シンフォギアＧＸ 

 

 

≪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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