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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
「中二病でも恋がしたい！」
中二病でも恋がしたい！」アイテム 9 種予約受付開始のお知らせ
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 9 月 17 日より、下記「中二病でも恋がしたい！」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。
「中二病でも恋がしたい！ ブックカバー （ マビノギオン/極東魔術昼寝結社の夏）」
「中二病でも恋がしたい！ マビノギオンバインダー」
「中二病でも恋がしたい！ クッションカバー（小鳥遊六花/丹生谷森夏/凸守早苗/五月七日くみん）」
「【再生産】中二病でも恋がしたい！ 邪王真眼発動眼帯」
「【再生産】中二病でも恋がしたい！ 小鳥遊六花 クロスウォレットチェーン」

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/

■ 「中二病でも恋がしたい！ ブックカバー （マビノギオン/
（マビノギオン/極東魔術昼寝結社の夏）」商品説明
極東魔術昼寝結社の夏）」商品説明

■マビノギオン
TV アニメ「中二病でも恋がしたい！ 」から、劇中に登場す
る凸守早苗(でこもり さなえ)の「闇聖典（マビノギオン）」をモ
チーフにした布製のブックカバーが登場！
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。
■極東魔術昼寝結社の夏
TV アニメ「中二病でも恋がしたい！ 」から、「極東魔術昼寝
結社の夏」のメンバーを全面にプリントしたフルカラーブック
カバーが登場！
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。
■ 商品仕様
サイズ：約:165mm×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：各 1,200 円（税抜き価格 1,143 円）
＜ラインラップ＞
中二病でも恋がしたい！ マビノギオンブックカバー
中二病でも恋がしたい！ フルカラーブックカバー 極東魔術昼
寝結社の夏

■ 発売日
2013 年 10 月

■ 「中二病でも恋がしたい！
中二病でも恋がしたい！ マビノギオンバインダー」
マビノギオンバインダー」商品説明
TV アニメ「中二病でも恋がしたい！」から、劇中に登場する凸守早苗(で
こもり さなえ)の「闇聖典（マビノギオン）」が、劇中同様のバインダー仕
様で登場！
コピー用紙がたっぷり 400 枚収容可能。
凸守が「モリサマー」の数々の言葉をまとめたように、貴方も自分だけ
の「闇聖典（マビノギオン）」を完成させるデス！
■ 商品仕様
サイズ：縦約 307mm×横約 255mm×背幅約 57mm（A4 タテ）
とじ具：2 穴 D リング
収容枚数：コピー用紙約 400 枚
税込み価格：1,575 円（税抜き価格：1,500 円）
■ 発売日
2013 年 11 月

■ 「中二病でも恋がしたい！クッションカバー（小鳥遊六花
「中二病でも恋がしたい！クッションカバー（小鳥遊六花/
クッションカバー（小鳥遊六花/丹生谷森夏/
丹生谷森夏/凸守早苗/
凸守早苗/五月七日くみん）」商品説明
五月七日くみん）」商品説明
■小鳥遊六花
TV アニメ「中二病でも恋がしたい！ 」から、「小鳥遊六花」をプリントしたクッション
カバーが登場！
湯上がり姿の六花を両面でお楽しみいただけます！
生地には柔らかく弾力のある「スムースニット」を使用。
肌触りにもこだわった、ワンランク上のクッションカバーです。

■丹生谷森夏
TV アニメ「中二病でも恋がしたい！ 」から、「丹生谷森夏」をプリントしたクッション
カバーが登場！
裏面は「凸守早苗」との微笑ましいイラストをプリントし、両面でお楽しみいただけ
ます！
生地には柔らかく弾力のある「スムースニット」を使用。

■凸守早苗
TV アニメ「中二病でも恋がしたい！ 」から、「凸守早苗」をプリントしたクッションカ
バーが登場！
裏面は「マスター」こと「小鳥遊六花」と一緒のイラストをプリントし、両面でお楽しみ
いただけます！
生地には柔らかく弾力のある「スムースニット」を使用。
肌触りにもこだわった、ワンランク上のクッションカバーです。

■五月七日くみん
TV アニメ「中二病でも恋がしたい！ 」から、「五月七日くみん」をプリントしたクッシ
ョンカバーが登場！
枕元に置いて、くみん先輩を間近に感じながらお昼寝しちゃおう！
さらに裏面はヒロイン 4 人をプリントし、4 人と一緒にお昼寝できます！
生地には柔らかく弾力のある「スムースニット」を使用。
肌触りにもこだわった、ワンランク上のクッションカバーです。
※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
■ 商品仕様
サイズ：縦約 450mm × 横約 450mm
素材：スムースニット
ファスナー付
税込み価格：3,150 円（税抜き価格 3,000 円）
＜ラインラップ＞
中二病でも恋がしたい！
中二病でも恋がしたい！
中二病でも恋がしたい！
中二病でも恋がしたい！

スムースクッションカバー 小鳥遊六花
スムースクッションカバー 丹生谷森夏
スムースクッションカバー 凸守早苗
お昼寝クッションカバー 五月七日くみん

■ 発売日
2013 年 11 月

■ ホビーストックオリジナルクッションボディ販売中！
「中二病でも恋がしたい！ クッションカバー」各種にピッタリサイズのクッション
ボディを、ホビーストック WEB ショップにて販売中です。
【ホビーストックオリジナル】スムースクッションボディ

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000318
■商品仕様
サイズ：約 440mm × 440mm
素材
表地:ポリエステル（スムースニット）
中綿:ポリエステル
税込み価格：1,680 円（税抜き価格 1,600 円）

■ 「【再生産】中二病でも恋がしたい！ 邪王真眼発動眼帯」商品説明
邪王真眼発動眼帯」商品説明
「 爆ぜろリアル！弾けろシナプス！ バニッシュメント・ディス・ワールド！ 」
“邪王真眼の使い手”小鳥遊六花(たかなし りっか)の真の力を封印せ
し眼帯が現空間に召喚。
反転させることで六花の金色の瞳が開眼し、“邪王真眼”が発動。
最強たる“邪王真眼”と等しい能力を汝の手にも…
■ご注意
医療用の眼帯としてご使用はできません、アイマスクとしてご使用くださ
い。
■ 商品仕様
サイズ：縦約 450mm × 横約 450mm
素材：スムースニット
ファスナー付
税込み価格：1,050 円（税抜き価格：1,000 円）
■ 発売日
2013 年 11 月

■ 「【再生産】中二病でも恋がしたい！ 小鳥遊六花 クロスウォレットチェーン」商品説明
クロスウォレットチェーン」商品説明
“邪王真眼の使い手”愛用アイテムを、血の盟約に従い召喚！
“邪王真眼の使い手”小鳥遊六花(たかなし りっか)が身に着けている、
クロスのアクセサリーをウォレットチェーンとして現空間に召喚。
クロスのモチーフと六花のチャームには闇の魔力が込められている。
このチェーンを身に付け”邪王真眼”と共鳴せよ！
■ 商品仕様
サイズ
十字架：全高約 65mm／チャーム：全高約 25mm／チェーン：全長約
400mm
素材
十字架：ダイキャスト製／チャーム・チェーン：鉄製
税込み価格：2,625 円（税抜き価格：2,500 円）
■ 発売日
2013 年 11 月
■ 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) 虎虎／京都アニメーション／中二病でも製作委員会

≪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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