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株式会社株式会社株式会社株式会社ホビーストックホビーストックホビーストックホビーストック企画商品企画商品企画商品企画商品    

「「「「たまこまーけっとたまこまーけっとたまこまーけっとたまこまーけっと    フルグラフィックフルグラフィックフルグラフィックフルグラフィック TTTT シャツシャツシャツシャツ 2222 種（コラージュ種（コラージュ種（コラージュ種（コラージュ////夢心地）夢心地）夢心地）夢心地）」」」」予約受付開始予約受付開始予約受付開始予約受付開始、、、、    

7777 月月月月 28282828 日（日）重大発表日（日）重大発表日（日）重大発表日（日）重大発表のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

 

株式会社ホビーストックは、本日 7 月 25 日より、弊社企画商品「たまこまーけっと フルグラフィックコラージュ T

シャツ」「たまこまーけっと フルグラフィックTシャツ 夢心地」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/ 

「たまこまーけっと」アイテム特集 ： http://www.hobbystock.jp/sp/tamakomarket/ 

 

 

■ 「「「「たまこまーけっとたまこまーけっとたまこまーけっとたまこまーけっと    フルグラフィックコラージュフルグラフィックコラージュフルグラフィックコラージュフルグラフィックコラージュ TTTT シャツシャツシャツシャツ」商品説明」商品説明」商品説明」商品説明    

TV アニメ「たまこまーけっと」から、印象的なシーン

のコラージュデザインが T シャツになって登場！ 

たまこたちが織り成すちょっと不思議な日常をビビッ

ドに再現した一枚です！ 

 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がござい

ます、予めご了承ください。 

※こちらの商品はフロントのみのプリントとなりま

す。 

※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分に若

干のカスレやプリント切れが生じます。ご了承くださ

い。 

 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

S（身丈 66cm/身幅 49cm/袖丈 19cm） 

M（身丈 70cm/身幅 52cm/袖丈 20cm） 

L（身丈 74cm/身幅 55cm/袖丈 22cm） 

XL（身丈 78cm/身幅 58cm/袖丈 24cm） 

素材: 綿 

カラー：ホワイト 

税込み価格：6,000 円（税抜き価格 5,714 円） 

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2013 年 9 月 

 



 

■ 「「「「たまこまーけっとたまこまーけっとたまこまーけっとたまこまーけっと    フルグラフィックフルグラフィックフルグラフィックフルグラフィック TTTT シャツシャツシャツシャツ    夢心地夢心地夢心地夢心地」商品説明」商品説明」商品説明」商品説明    

TV アニメ「たまこまーけっと」から、イラストをフルカラ

ーで全面にプリントした T シャツが登場！ 

夢心地でまどろむキャラクターたちがポップで可愛い

一枚です！ 

 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございま

す、予めご了承ください。 

※こちらの商品はフロントのみのプリントとなります。 

※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分に若干

のカスレやプリント切れが生じます。ご了承ください。 

 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

S（身丈 66cm/身幅 49cm/袖丈 19cm） 

M（身丈 70cm/身幅 52cm/袖丈 20cm） 

L（身丈 74cm/身幅 55cm/袖丈 22cm） 

XL（身丈 78cm/身幅 58cm/袖丈 24cm） 

素材: 綿 

カラー：ホワイト 

税込み価格：6,000 円（税抜き価格 5,714 円） 

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2013 年 9 月 

 

    

■ 発売元・発売元・発売元・発売元・販売元販売元販売元販売元    

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/ 

 

■ コピーライトコピーライトコピーライトコピーライト    

(C)京都アニメーション／うさぎ山商店街 

 

 

■ ホビーストック購入特典企画ホビーストック購入特典企画ホビーストック購入特典企画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。 

 

「たまこまーけっと」アイテム特集ページで特典キャンペーン展開中で

す。  

http://www.hobbystock.jp/sp/tamakomarket/ 

 

＜対象商品ページ＞ 

たまこまーけっと フルグラフィックコラージュ T シャツ S サイズ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000023 



たまこまーけっと フルグラフィックコラージュ T シャツ M サイズ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000024 

たまこまーけっと フルグラフィックコラージュ T シャツ L サイズ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000025 

たまこまーけっと フルグラフィックコラージュ T シャツ XL サイズ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000026 

たまこまーけっと フルグラフィック T シャツ 夢心地 S サイズ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000019 

たまこまーけっと フルグラフィック T シャツ 夢心地 M サイズ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000020 

たまこまーけっと フルグラフィック T シャツ 夢心地 L サイズ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000021 

たまこまーけっと フルグラフィック T シャツ 夢心地 XL サイズ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000022 

たまこまーけっと デラ・モチマッヅィ 絵皿 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000377 

たまこまーけっと グラス バトン部文化祭 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000376 

たまこまーけっと 北白川たまこ絵皿 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000373 

たまこまーけっと グラス 仲良し 4 人娘 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000372 

たまこまーけっと フルグラフィック T シャツ うさぎ山商店街 

S サイズ http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000015 

M サイズ http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000016 

L サイズ http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000017 

XL サイズ http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000018 

ぴくりる！ たまこまーけっと トレーディングストラップ 10 個入り 1BOX 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000338 

たまこまーけっと もちもちスムースクッションカバー 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000308 

たまこまーけっと B2 お風呂ポスター うさ湯のたまこ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000309 

たまこまーけっと B2 お風呂ポスター 仲良し 4 人で市民プール 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000310 

たまこまーけっと スマートフォンスタンド 北白川たまこ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000311 

たまこまーけっと スマートフォンスタンド デラ・モチマッヅィ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000312 

たまこまーけっと デラ・モチマッヅィ イヤホンコードまきとりホルダー 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000313 

 

 

 

■ 7777 月月月月 28282828 日（日）、重大発表を行います！日（日）、重大発表を行います！日（日）、重大発表を行います！日（日）、重大発表を行います！    

7 月 28 日（日）午前 10 時、「たまこまーけっと」アイテムについての重大発表を行います。 

特設ページにて発表いたしますので、ご期待ください。 

「たまこまーけっと」アイテム特集 ： http://www.hobbystock.jp/sp/tamakomarket/ 

 

 



 

 

 

 

 

≪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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(C)2005-2013 HOBBYSTOCK inc. 

 


