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株式会社ホビーストック
株式会社ホビーストック企画商品
ホビーストック企画商品
「変態王子と笑わない猫。」
変態王子と笑わない猫。」グッズ 11 種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 4 日より、弊社企画商品「変態王子と笑わない猫。」グッズ 11 種の予約受
付を開始したことをお知らせいたします。
【予約開始商品】
ぴくりる！変態王子と笑わない猫。トレーディングストラップ
ぴくりる！変態王子と笑わない猫。スマートフォンスタンド 2 種
変態王子と笑わない猫。リキッドコースター4 種
変態王子と笑わない猫。扇子 まるみえ ver.
変態王子と笑わない猫。缶バッジセット
変態王子と笑わない猫。フルカラーブックカバー
変態王子と笑わない猫。かわいい食いしん坊絵皿
全国の玩具店、大手家電量販店、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/
■ 「ぴくりる！変態王子と笑わない猫。トレーディングストラップ」商品説明
ぴくりる！変態王子と笑わない猫。トレーディングストラップ」商品説明
『先輩はキュートなストラップになっても変態さんですね』
TV アニメ「変態王子と笑わない猫。」より、多種多様な登
場キャラクターたちがラバー製のトレーディングストラッ
プになりました。
たくさん集めて、携帯やバックに付けて飾ろう！
※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。
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）※1BOX のご
購入で全 10 種揃います。
サイズ：約 40mm × 55mm
素材：ソフト PVC（ラバー）
＜1 ピース＞
税込み価格：500 円（税抜き価格 477 円）
＜1BOX＞
税込み価格：5,000 円（税抜き価格 4,762 円）

■ 発売日
2013 年 9 月
■ BOX 購入特典企画
ホビーストック WEB ショップ（http://www.hobbystock.jp/）やその他一部ショップで
BOX 購入していただくと「笑わない猫像」のラバーストラップが付属します。
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-00000369

■ 「ぴくりる！変態王子と笑わない猫。スマートフォンスタンド（
ぴくりる！変態王子と笑わない猫。スマートフォンスタンド（2 種）」商品説明
種）」商品説明
TV アニメ「変態王子と笑わない猫。」から、筒隠月子と
小豆梓がぴくりる！デザインの可愛いスマートフォンスタ
ンドになりました。
＜ラインナップ＞
・筒隠月子
・小豆梓
縦置き、横置きどちらにも使用可能で、iPhone などはコ
ネクタを差し込み充電しながら使用することができます。
台座部分は取り外してコンパクトにたたんで携帯できま
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、
予めご了承ください。
■ 商品仕様
サ イ ズ ： 約 81mm ×150mm （ 筒 隠 月 子 ） / 約 83mm
×150mm（小豆梓）
素材：アクリル
税込み価格：各 1,200 円（税抜き価格 1,143 円）
■ 発売日
2013 年 9 月

■ 「変態王子と笑わない猫。リキッドコースター（
変態王子と笑わない猫。リキッドコースター（4 種）」商品説明
種）」商品説明
TV アニメ『変態王子と笑わない猫。』より、リキッドコース
ターの登場です。
ラメ入りのカラーリキッド（液体）がとても涼しげで可愛ら
しい、夏向けデザインのコースターです。
＜ラインナップ＞
・筒隠月子
・小豆梓
・筒隠つくし
・エミ
※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。
※夏用の冷たい飲み物向けのコースターです。温かい
飲み物を置くと変形する可能性がございます。
■ 商品仕様
本体サイズ：約 100mm
材質：塩ビ
税込み価格：各 650 円（税抜き価格各 619 円）
■ 発売日
2013 年 9 月

■ 「変態王子と笑わない猫。扇子 まるみえ ver.」商品説明
ver.」商品説明
TV アニメ『変態王子と笑わない猫。』より日本の夏にぴ
ったりな扇子の登場です。
月子のしましまパンツがまるみえで、ほんのり恥らう表
情がたまら n けしからん逸品。
「扇げども扇げども火照ってしまう！」…そんなあなたに
はウラ面を。
モノクロの月子がまるみえクールに見つめ返してくれま
すよ。
※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
開いたときのサイズ：縦約 210mm×横約 385mm
閉じたときのサイズ：縦約 210mm×横約 30mm
素材：紙･竹
税込み価格：1,500 円（税抜き価格 1,429 円）
■ 発売日
2013 年 8 月

■ 「変態王子と笑わない猫。缶バッジセット」商品説明
変態王子と笑わない猫。缶バッジセット」商品説明
TV アニメ『変態王子と笑わない猫。』より缶バッジセッ
トの登場です。
筒隠月子
小豆梓
筒隠つくし
エミ(エマヌエーラ・ポルラローラ）
舞牧麻衣
※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：直径約 32mm
5 種セット
税込み価格：600 円（税抜き価格 571 円）
■ 発売日
2013 年 8 月

■ 「変態王子と笑わない猫。フルカラーブックカバー」商品説明
変態王子と笑わない猫。フルカラーブックカバー」商品説明
TV アニメ『変態王子と笑わない猫。』よりフルカラーブ
ックカバーの登場です。
原作ライトノベルに使える文庫本サイズになっていま
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、予めご了承ください。
■ 商品仕様
サイズ：縦約 165mm×横約 310mm(文庫サイズ用）
素材：帆布
印刷：フルカラー印刷
税込み価格：1,200 円（税抜き価格 1,143 円）
■ 発売日
2013 年 8 月

■ 「変態王子と笑わない猫。かわいい食いしん坊絵皿」商品説明
変態王子と笑わない猫。かわいい食いしん坊絵皿」商品説明
TV アニメ『変態王子と笑わない猫』から月子のイラスト
入り絵皿が登場です。
好物の肉まんを「パクっ」としてほんの少し「ニコっ」と
した月子ちゃん。
かわいい食いしん坊と一緒においしい食卓でバンザ
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。
■ 商品仕様
サイズ：直径約 197mm
素材：陶器
転写印刷
税込み価格：1,500 円（税抜き価格 1,429 円）
■ 発売日
2013 年 8 月

■ ホビーストック購入特典企画
ホビーストック Web ショップで購入された方に、「缶バッジ」が特典で付属します。全 3 種類。
※対象商品 1 つご購入につき、3 種類のうちの 1 つがランダムで付属。種類は選べません。
＜対象商品ページ＞
ぴくりる！変態王子と笑わない猫。スマートフォンスタンド 筒隠月子
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000365
ぴくりる！変態王子と笑わない猫。スマートフォンスタンド 小豆梓
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000366
変態王子と笑わない猫。リキッドコースター 筒隠月子
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000359
変態王子と笑わない猫。リキッドコースター 小豆梓
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000360
変態王子と笑わない猫。リキッドコースター 筒隠つくし
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000361
変態王子と笑わない猫。リキッドコースター エミ
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000362
変態王子と笑わない猫。扇子 まるみえ ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000368
変態王子と笑わない猫。缶バッジセット
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000363
変態王子と笑わない猫。フルカラーブックカバー
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000367
変態王子と笑わない猫。かわいい食いしん坊絵皿
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000364

■ 発売元・販売元
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
(C)2013 さがら総・メディアファクトリー／「変猫｡」製作委員会

≪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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