2013 年 9 月 19 日

メディア関係者各位

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
E-mail：ws@hobbystock.jp

ホビーストック限定商品解禁！アイテム
ホビーストック限定商品解禁！アイテム各種
解禁！アイテム各種予約受付開始
各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 19 日より、下記弊社企画商品をホビーストック WEB ショップ限定で予約受付
開始したことをお知らせいたします。
「ぴくりる！ Free! マグネットブックマーカー 七瀬 遙＆橘 真琴」
「Free! ゴーグルヘアゴム 5 種（七瀬 遙／橘 真琴／松岡 凛／葉月 渚／竜ヶ崎 怜）」
「変態王子と笑わない猫。筒隠つくし お乱れおっぱいマウスパッド」
「閃乱カグラ 日影 おっぱいマウスパッド」
「閃乱カグラ 日影 抱き枕カバー」
「TARI TARI 宮本来夏 抱き枕カバー＆缶バッジセット」
「すーぱーそに子 スムースクッションカバー（ぷにぷにメイド ver. /バカンス ver.）」
「フェイト/アポクリファ フルグラフィック T シャツ ジャンヌ・ダルク」
「缶バッチコレクションセット」6 種
ホビーストック WEB ショップ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！ Free! マグネットブックマーカー 七瀬 遙＆橘 真琴」
真琴」商品説明
TV アニメ「Free!」から、ぴくりる！イラストを使用した可愛らしいマグ
ネットブックマーカーが登場です。
七瀬 遙＆松岡 凛のカップリングデザインはホビーストック WEB シ
ョップと岩美町観光協会の限定商品になります。
読みかけの文庫本などに磁力でぴたっとはさんでくださいね。
■ 商品仕様
サイズ：縦約 120mm×横約 20mm
素材：マグネット、紙
ブックマーカー２枚入り
税込み価格：各 525 円（税抜き価格 500 円）
■ 発売日
2013 年 10 月
■ ホビーストック」WEB
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-00000496

■ 「Free! ゴーグルヘアゴム（
ゴーグルヘアゴム（5 種）」
種）」商品説明
TV アニメ「Free!」から、ゴーグルをモチーフが可愛いヘアゴ
ムが登場です。
金属パーツのゴーグルはキャラクターがつけているものを再
現しているので、遙たち岩鳶高校メンバーのものと凛のもの
では異なる造形となっているのがポイント！
ゴムの色は各キャラのイメージカラーとなっています。
ヘアゴムとしての用途以外にもブレスレットとしても身に付け
ることもでき、普段使いしやすいアイテムです！
■ 商品仕様
サイズ：直径 5cm
モチーフ部分 縦 8mm～10mm、横 29mm～30mm
材質：ゴム
税込み価格：各 735 円（税抜き価格 700 円）
■ 発売日
2013 年 9 月
■ ホビーストック」WEB
ホビーストック」WEB ショップ商品ページ
Free! ゴーグルヘアゴム 七瀬 遙
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000509
Free! ゴーグルヘアゴム 橘 真琴
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000510
Free! ゴーグルヘアゴム 松岡 凛
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000511
Free! ゴーグルヘアゴム 葉月 渚
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000512
Free! ゴーグルヘアゴム 竜ヶ崎 怜
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000513

■ 「変態王子と笑わない猫。筒隠つくし お乱れおっぱいマウスパッド」
お乱れおっぱいマウスパッド」商品説明
TV アニメ『変態王子と笑わない猫。』より"鋼鉄の王"こと「筒隠
つくし」のおっぱい(立体）マウスパッドが降臨しました！
和室＋乱れ浴衣＋乱れ髪＋汗ばんだ肌…一流紳士の嗜好をフル
パッケージした書き下ろしイラストを採用ッ！
筒隠家でお乱れになってるつくしはもう誰も止められないのか？
もー許せん！そこの紳士よ！無自覚なわがままボディに今こそや
さしく制裁の時！
※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
・立体(3D)マウスパッド
サイズ: 縦約 260mm×横約 220mm×厚み約 32mm
素材: PU・PVC・ジェル(パッド部)
税込み価格：4,200 円（税抜き価格 4,000 円）

■ 発売日
2013 年 11 月
■ 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
■ ホビーストック」WEB
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-00000502

■ 「閃乱カグラ 日影 おっぱいマウスパッド」
おっぱいマウスパッド」商品説明
閃乱カグラおっぱいマウスパッドシリーズ第 8 弾！
「閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明-」から、焔紅蓮隊
（元秘立蛇女子学園）の「日影(ひかげ)」がホビーストック WEB ショップ
限定で登場！
忍装束から溢れんばかりのおっぱいがたまらないイラストは、もちろ
んキャラクターデザイン「八重樫南」氏による描き下ろし。
今回も豊満なおっぱいを再現するために、胸部部分は大きい L サイ
ズ仕様となっています！
同時発売予定の「日影 抱き枕カバー」もあわせてどうぞ！
■ 商品仕様
サイズ: 縦約 260mm×横約 220mm
素材仕様: PU・PVC・ジェル(パッド部)
対象年齢：15 歳以上
原画: 八重樫南
監修: 高木謙一
税込み価格：4,200 円（税抜き価格 4,000 円）
■ 発売日
2013 年 11 月
■ コピーライト
(c)2013 MarvelousAQL Inc.
■ ホビーストック」WEB
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-00000500

■ 「閃乱カグラ 日影 抱き枕カバー」商品説明
抱き枕カバー」商品説明
閃乱カグラ抱き枕カバーシリーズ第 8 弾！
「閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明-」から、焔紅蓮隊
（元秘立蛇女子学園）の「日影(ひかげ)」がホビーストック WEB ショップ
限定で登場！
口を横に引っ張り笑顔を作る仕草など、日影の魅力を存分に堪能で
きる珠玉の逸品となっています！
もちろんイラストはキャラクターデザイン「八重樫南」氏による両面描
き下ろし！
生地には A＆J 製最高級生地「ライクトロン(2WAY トリコット)」を使用。

滑らかな肌触りで、最高のイラストを最高の生地でお楽しみ頂けます！
同時発売予定の「日影 おっぱいマウスパッド」もあわせてどうぞ！
■ 商品仕様
サイズ: 縦約 160cm×横約 50cm
素材:ライクトロン(2way トリコット)
対象年齢：15 歳以上
原画: 八重樫南
監修: 高木謙一
税込み価格：12,600 円（税抜き価格 12,000 円）
■ 発売日
2013 年 11 月
■ コピーライト
(c)2013 MarvelousAQL Inc.
■ ホビーストック」WEB
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-00000501

■ 「TARI TARI
TARI 宮本来夏 抱き枕カバー＆缶バッジセット」商品説明
抱き枕カバー＆缶バッジセット」商品説明
TV アニメ「TARI TARI」から、両面描き下ろしの抱き枕カバー第 3 弾
として“宮本来夏”がホビーストック WEB ショップ限定で登場！
「TARI TARI」1 周年を記念し、劇中で来夏がスクールバッグにつけ
ていた缶バッジ 2 種をセットにしました！
生地は人気の「AJ2WAY トリコット」を改良した、A&J 製「ライクトロン
(2WAY トリコット)」を使用。
抱き枕カバー向け最高級生地で、滑らかな肌触りをご堪能くださ
い！
■ 商品仕様
サイズ: 160cm×50cm
缶バッジサイズ：大 直径約 58mm、小 直径約 32mm
素材：ライクトロン(2WAY トリコット)
対象年齢：15 歳以上
税込み価格：12,600 円（税抜き価格 12,000 円）
■ 発売日
2013 年 11 月
■ コピーライト
(C)tari tari project
■ ホビーストック」WEB
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-00000483

■ 「すーぱーそに子 スムースクッションカバー（
スムースクッションカバー（ぷにぷにメイド ver./
ver./バカンス ver.）」商品説明
ver.）」商品説明
■ぷにぷにメイド
「ぷにむねマウスパッド」と「ぷに M マウスパッド」のために描き下ろされた、「す
ーぱーそに子」のゴスロリメイド風イラストを両面で楽しめるクッションカバーが
登場！
思わず顔を埋めたくなる 1 枚です！
■バカンス
「すーぱーそに子」を両面で楽しめるクッションカバーが登場！
どちらも魅力あるイラストで、思わず顔を埋めたくなる 1 枚です！
■スムースクッションカバー
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。
「【ホビーストックオリジナル】スムースクッションボディ」とあわせてどうぞ！
【ホビーストックオリジナル】スムースクッションボディ
触感にこだわりたい方にオススメなワンランク上の 45×45cm カバー用クッショ
ンボディです。
表地には触り心地がよく伸縮性のある「スムースニット」を使用しました。
高品質なシリコン綿の中綿と組み合わせることで、柔らかさと弾力性を兼ね備
えた抱き心地抜群のクッションとなっています。

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000318
※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：約 450mm × 450mm
素材：スムースニット
ファスナー付
税込み価格：各 3,150 円（税抜き価格 3,000 円）
■ 発売日
2013 年 11 月
■ コピーライト
(C)2006-2013 Nitroplus
■ ホビーストック」WEB
ホビーストック」WEB ショップ商品ページ
すーぱーそに子 スムースクッションカバー ぷにぷにメイド ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000514
すーぱーそに子 スムースクッションカバー バカンス ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000515

■ 「フェイト／アポクリファ フルグラフィック T シャツ ジャンヌ・ダルク」商品説明
ジャンヌ・ダルク」商品説明
『Fate/stay night』のスピンアウト小説『Fate/Apocrypha（フェイト／
アポクリファ）』よりジャンヌ・ダルクのイラストをフルカラー
で全面にプリントした T シャツが登場です。トリコロールを背景に微
笑んで振り向くジャンヌがりりしくも可愛らしい一枚です！
※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
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：各 6,000 円（税抜き価格 5,714 円）
■ 発売日
2013 年 10 月
■ コピーライト
(C)TYPE-MOON
■ ホビーストック」WEB
ホビーストック」WEB ショップ商品ページ
フェイト/アポクリファ フルグラフィック T シャツ ジャンヌ・ダルク
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000027
フェイト/アポクリファ フルグラフィック T シャツ ジャンヌ・ダルク
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000028
フェイト/アポクリファ フルグラフィック T シャツ ジャンヌ・ダルク
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000029
フェイト/アポクリファ フルグラフィック T シャツ ジャンヌ・ダルク
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-apr-00000030

S サイズ
M サイズ
L サイズ
XL サイズ

■ 「缶バッジコレクションセット」商品説明
カプセルトイとして販売中の下記缶バッジコレクション各種を、それぞれセットでホビーストック WEB ショップ限定
販売いたします。
封入率の低いシークレットを除く、ノーマルラインナップをセットにしました。
ご購入の方には 1/5 の確率でシークレットをプレゼント！！
※シークレットの当選は商品が届くまでわかりません。
＜ラインナップ＞
変態王子と笑わない猫。缶バッチコレクション ノーマル 8 種セット
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000508
税込み価格：1,600 円
(C)2013 さがら総・メディアファクトリー／「変猫｡」製作委員会
ぴくりる！ソードアート・オンライン アスナ缶バッチコレクション ノーマル 9 種セット
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000506
税込み価格：1,800 円
(C）川原 礫／アスキー・メディアワークス／SAO Project
たまこまーけっと 缶バッチコレクション vol.1 ノーマル 9 種セット
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000503
税込み価格：2,700 円
(C)京都アニメーション／うさぎ山商店街
たまこまーけっと 缶バッジコレクション vol.2 ノーマル 9 種セット
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000504
税込み価格：2,700 円
(C)京都アニメーション／うさぎ山商店街
デビルサバイバー2 缶バッチコレクション 全 8 種セット
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000505
税込み価格：2,400 円
(C) Index Corporation/「デビルサバイバー2」アニメーション製作委員会
Mandora（マンドラ）缶バッチコレクション ノーマル 10 種セット
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000507
税込み価格：2,000 円
(C）2013 Rayark Inc.
■ 商品仕様
サイズ: サイズ：直径 58 ㎜
■ 発売日
2013 年 9 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/

≪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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