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株式会社ホビーストック企画商品 『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note-』 B2タペス

トリー、クリアファイルセット、シャープペンシル、マルチクロス、手帳型スマートフォンケース、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 7 月 25 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。 

『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- B2 タペストリー』2 種 

『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- クリアファイルセット』2 種 

『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- シャープペンシル』6 種 

『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- マルチクロス』2 種 

『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- 手帳型スマートフォンケース』2 種 

『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- 缶バッジコレクション』 

B2 タペストリー、クリアファイルセット、シャープペンシル、マルチクロス、手帳型スマートフォンケースにつきましては、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、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 ：http://www.hobbystock.jp/ 

 

■ 『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- B2 タペストリー』2 種 商品説明 

TV アニメ『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace 

note-』より、イラストを大迫力で堪能できる B2 サイズのタペストリー

が登場！ 

壁などに飾ってお楽しみ下さい！ 

 

＜ラインナップ＞ 

B2 タペストリー A 

B2 タペストリー 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： 

A：縦約 728mm×横約 515mm（B2 サイズ） 

B：縦約 515mm×横約 728mm（B2 サイズ） 

素材：ポリエステルスエード 



パイプ・紐付き 

価格：各 3,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2019 年 9 月 

 

 

■ 『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- クリアファイルセット』2 種 商品説明 

TV アニメ『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace 

note-』より、A4 サイズ用クリアファイルが登場！ 

クリアファイル 2 枚組セットで全 2 種を発売！ 

 

＜ラインナップ＞ 

クリアファイルセット A 

クリアファイルセット 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） 

クリアファイル 2 枚セット 

価格：各 700 円＋税 

 

■ 発売日 

2019 年 9 月 

 

 

■ 『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- シャープペンシル』6 種 商品説明 

TV アニメ『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace 

note-』より、シャープペンシルが登場です！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ロード・エルメロイⅡ世 

グレイ 

アッド 

ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ 

フラット・エスカルドス 

スヴィン・グラシュエート 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了

承ください。 

 

■ 商品仕様 



サイズ：縦約 138mm×直径約 13mm 

素材：プラスチック、紙 

芯径：0.5mm 対応 

価格：各 600 円＋税 

 

■ 発売日 

2019 年 9 月 

 

 

■ 『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- マルチクロス』2 種 商品説明 

TV アニメ『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace 

note-』より、マルチクロスが登場！ 

メガネや携帯の液晶を拭いたり、ハンカチとしてご使用ください。 

 

＜ラインナップ＞ 

マルチクロス A 

マルチクロス 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 280mm×横約 220mm 

素材：マイクロファイバー 

フルカラープリント 

価格：各 700 円＋税 

 

■ 発売日 

2019 年 9 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- 手帳型スマートフォンケース』2 種 商品説

明 

TV アニメ『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace 

note-』より、手帳型スマートフォンケースが登場です！ 

 

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。 

 

＜ラインナップ＞ 

ロード・エルメロイⅡ世 

グレイ 

 

※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。 

※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】 

M サイズ：縦約 142mm×横約 69mm までのスマートフォン 

L サイズ：縦約 162mm×横約 80mm までのスマートフォン 

【サイズ】 

M サイズ： 

・閉じた状態：縦約 142mm×横約 83mm 

・開いた状態：横約 163mm（マグネット式止め具部分除く） 

L 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 

 

■ 発売日 

2019 年 9 月 

 

 

 

 

 

 



■ 『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- 缶バッジコレクション』 商品説明 

TV アニメ『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace 

note-』より、缶バッジコレクションが登場！ 

ラインナップは全 10 種！ 

直径 57mm のちょっと大きめの缶バッジで存在感抜群です！ 

 

＜ラインナップ＞（全 10 種） 

・ロード・エルメロイⅡ世 A 

・ロード・エルメロイⅡ世 B 

・ロード・エルメロイⅡ世 C 

・グレイ A 

・グレイ B 

・ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ A 

・ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ B 

・フラット・エスカルドス 

・スヴィン・グラシュエート 

・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 10 種（ノーマル 9 種+シークレット 1 種） 

サイズ：直径約 57mm 

素材：紙、スチール 

価格：278 円＋税（1 回 300 円） 

 

■ 発売日 

2019 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 

全 10 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】ロード・エルメロイ II 世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note- 缶バッジコレクション 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00004469 

 

 

■ 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 

©三田誠・TYPE-MOON / LEMPC 

 

 

 

≪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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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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