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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八周年記念イベント開催八周年記念イベント開催八周年記念イベント開催八周年記念イベント開催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、1 月 16 日で Web ショップのオープンから八周年を迎えました。 

昨年末にサイトのリニューアルを行い、新しくなったホビーストックで末広がりの縁起のいい八周年を迎えることができました。 

日ごろからご愛顧いただいている皆様に感謝の気持ちを込めて、ホビーストック八周年記念イベントを開催することをお知らせ

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/ 

株式会社ホビーストック WEB ショップ ： http://hobbystock.jp/ 

八周年記念イベント特設ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/8th/?ga=hd 

 

 



■ ホビーストック八周年＆リニューアル記念！ハナヂブーホビーストック八周年＆リニューアル記念！ハナヂブーホビーストック八周年＆リニューアル記念！ハナヂブーホビーストック八周年＆リニューアル記念！ハナヂブー(*´ii(*´ii(*´ii(*´ii｀```))))セールセールセールセール    

 

赤字覚悟の最大 80%OFF！毎日投下の「日替わりアイテム」もあります。 

さらに安定の人気「福箱」販売もあります。 

また美少女フィギュアだけのセール会場や、女性向けのセールコーナーを設

置し、お目当てのモノが探し安くもなってます。 

みなさまのご来店、心からお待ちしております！ 

 

■期間：2014 年 1 月 17 日（金）17：00～2014 年 1 月 21 日（火）15：00 まで 

■日替わりアイテム公開日時：1 月 18 日、1 月 19 日、1 月 20 日の 18：00 

■発送開始：2014 年 1 月 20 日（月）より 

 

セール商品ご注文のお客様は以下の点にご注意頂き、予めご了承の上ご注文下さい。 

・予約商品との組替はご遠慮ください。 

・対象商品はセール品ですので、パッケージに破損・傷みがある場合がございます。パッケージ不良による、返品交換は

致しかねます。 

・セール期間外にご注文頂いた商品に対して、セール価格を適用することはできません。 

・セール品の注文は別々に行なっていただいても問題ございませんが、スムーズに出荷を行うため発送時期までに 1 つ

の注文にまとめていただきますようお願いします。 

 

【セール会場】 

http://www.hobbystock.jp/static/8th-sale/ 

 

 

■ 期間中期間中期間中期間中 10101010 名様がタダにな名様がタダにな名様がタダにな名様がタダになる！キャンペーンる！キャンペーンる！キャンペーンる！キャンペーン    

 

期間中のお買い物がタダになるポイントバックキャンペーンです。 

お買い物完了後に発行される注文番号で応募していただくと、その注文番号の

商品金額分のポイントが当たります。 

期間中のご注文であれば、2 つのお買い物を 1 つの注文番号にまとめてから応

募しても OK！ 

当選確率 UP 狙いで、ご注文をまとめずに複数回に別けて応募しても OK です。 

お一人様 2 件以上応募された場合は、2 件分当たる可能性もあります。 

期間中であれば、ご注文の分、何度でもご応募いただけます。 

応募する注文番号を明記し、応募するボタンを押した後、Twittter フォームからツイートをすれば応募完了です。 

 

※応募した注文は、応募完了後に組み換えを行わないで下さい。応募した注文番号が組み替えられていた場合は無効

とさせていただきます。 

※期間外のご注文と組み替えによっておまとめしないで下さい。期間外のご注文商品が含まれた注文番号で応募された

場合は無効とさせていただきます。 

※応募ボタンを押した後、Twitter でツイートして頂くことが応募条件となります。 

 

■応募期間：2014 年 1 月 17（金）17：00～2014 年 1 月 21 日（火）15：00 まで 

■当選者：10 名（10 件の注文番号） 

※お一人様 2 件以上応募された場合、2 件分当たる可能性もございます。 

■当選者発表：2014 年 1 月 23 日（木）に当選者の方にメールにてお知らせ致します。 

■ポイント付与時期：2014 年 2 月 7 日（金） 

 

【キャンペーン応募ページ】 

http://www.hobbystock.jp/enquete/view/8th-campaign/ 



■ ホビーストック八周年プレゼント企画ホビーストック八周年プレゼント企画ホビーストック八周年プレゼント企画ホビーストック八周年プレゼント企画    

 

毎年恒例のお年玉企画！！総勢 50 名様への新年大プレゼント企画

です。 

昨年は女性のお客様にホビーストックを知って頂く機会もあり、メーカ

ーとしても新たな挑戦ができた年になりました。 

そんな皆様に感謝の気持ちをこめて、ホビーストックアイテムを特別

セットにした賞品や、人気声優さんのサイン入りグッズなどを 50 名様

にプレゼントいたします。 

アンケートにお答えいただき、ご希望の賞品選んでご応募ください。 

 

■期間：2014 年 1 月 17 日（金）17：00～2014 年 1 月 24 日（金） 

■当選者：50 名 

■当選者発表：2014 年 1 月 29 日（水）に当選者の方にメールにてお知らせいたします。 

■賞品の発送：1 月末から順次発送 

 

【プレゼント応募ページ】 

http://www.hobbystock.jp/enquete/view/8th-present/ 

 

 

■ 新規会員様に新規会員様に新規会員様に新規会員様に 100pt100pt100pt100pt プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント    

新規会員登録をしていただいた方にもれなく、1 ポイント＝1 円として使えるホビ

ーストックポイントを 100pt プレゼントいたします。 

ポイントは登録時に自動的にプレゼントいたしますので、すぐにお買い物にご利

用いただけます。 

会員登録すれば、同時開催中の八周年記念企画への参加が可能となります。 

是非この機会に、ホビーストックでのお買い物をお楽しみください。 

 

■応募期間：2014 年 1 月 17 日（金）17：00～2014 年 1 月 21 日（火）15：00 まで 

 

 

■ 「「「「Free!Free!Free!Free!」商品合計」商品合計」商品合計」商品合計 3,0003,0003,0003,000 円購入でもらえる！「円購入でもらえる！「円購入でもらえる！「円購入でもらえる！「Free!Free!Free!Free!ランチトートバッグ」プレゼントキャンペーン！ランチトートバッグ」プレゼントキャンペーン！ランチトートバッグ」プレゼントキャンペーン！ランチトートバッグ」プレゼントキャンペーン！    

 

合計 3,000 円以上の「Free!」商品 をご購入で「Free!ランチトートバッグ（非

売品）」をプレゼントいたします。 

対象商品は発売中の全 Free!アイテムです。 

Free!の商品が合計 3000 円（税込）以上含まれていれば、他の商品とおま

とめ頂いたご注文でも OK です。 

 

■期間：2014 年 1 月 20 日（月）～2014 年 1 月 28 日（火）までの出荷 

■対象商品： 

「Free!アイテム特集（http://www.hobbystock.jp/sp/free/）」ページに掲載されている発売中商品全て 

 

※期間中、キャンペーン条件に該当する 1 回の出荷につき「Free!ランチトートバッグ」1 つを同梱いたします。 

※「Free!ランチトートバッグ」の色はランダムでプレゼントいたします。色は選べません。 

※期間内にご注文いただきましても、出荷が期間終了後となる場合はキャンペーン対象外となりますのでご注意下さい。 

※2014 年 1 月 28 日（火）の 12 時までにご注文いただければ当日出荷となります。 

※銀行振り込みでご注文の場合は、2014 年 1 月 28 日（火）12 時までにご入金いただければ当日出荷となります。 

※ご注文の中に未発売の商品が含まれていると出荷になりませんのでご注意下さい。 

※「Free!ランチトートバッグ」は充分な数を用意しておりますが、予定数に達した場合は期間内でもキャンペーンが終了に

なります。予めご了承ください。 



■ 「「「「LIVE GEARLIVE GEARLIVE GEARLIVE GEAR」本格始動！「」本格始動！「」本格始動！「」本格始動！「LIVE GEAR XLIVE GEAR XLIVE GEAR XLIVE GEAR X----001 001 001 001 ペンライトホルダー」ペンライトホルダー」ペンライトホルダー」ペンライトホルダー」、、、、「「「「LIVE GEARLIVE GEARLIVE GEARLIVE GEAR スターターセットスターターセットスターターセットスターターセット」」」」販売開始販売開始販売開始販売開始    

 

ライブフリークが考えた、ライブのためのサポートアイテム「LIVE GEAR」本格始動！ 

「LIVE GEAR X-001 ペンライトホルダー」の販売を開始いたしました。 

キングブレードなど 20～25cm サイズのペンライトが 2 本収納可能で、保護性に優れ

たネオプレーン素材が大切なペンライトを傷や衝撃から守ります。 

ライブ中でのペンライトの取り出しやすさを追求し、蓋を開けた状態で腰から下げる

ことが可能。 

ジャンプなど激しく動いてもペンライトが飛び出にくい設計となっており、ホルダー自

体も動かないよう太ももで固定できるベルト付き。 

蓋の表面にはワッペンなどつけられるマジックテープ付きで、蓋の裏面にはチケット

の半券を入れておくのに最適なポケット付きです。 

 

税込み価格：2,100 円（税抜き価格 2,000 円） 

 

■商品仕様 

サイズ: 幅約 130mm×高さ 270mm×奥行き 10mm 

色：黒 

素材：ポリエステル合成ゴム（ネオプレーン） 

 

 

【【【【LIVE GEAR LIVE GEAR LIVE GEAR LIVE GEAR スターターセット特別販売スターターセット特別販売スターターセット特別販売スターターセット特別販売】】】】 

ペンライトをお持ちでない方にも「LIVE GEAR」をお試しいただけるよう、

「LIVE GEAR X-001 ペンライトホルダー」本体と、初めての 1 本として

定番の、ルイファンジャパン製「KING BLADE X10 II スモーク」をセット

にした、お得な「ライブギア スターターセット」をご用意しました。 

商品価格合計￥5000（税抜）のところ、特別価格の￥3500（税抜）で

販売致します。 

 

 

ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

【ライブギア LIVE GEAR X-001 ペンライトホルダー】 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000570 

【ライブギア LIVE GEAR X-001 ペンライトホルダー スターターセット】 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000564 

 

 



■ すーぱーそに子すーぱーそに子すーぱーそに子すーぱーそに子    抱き枕カバー、マウスパッド抱き枕カバー、マウスパッド抱き枕カバー、マウスパッド抱き枕カバー、マウスパッド 2222 種リニューアル受注開始種リニューアル受注開始種リニューアル受注開始種リニューアル受注開始    

 

TV アニメ「そにアニ」放送開始にあわせまして、 

ホビーストックの抱き枕カバーとマウスパッドの歴史はここから始まっ

たと言っても過言ではない、すーぱーそに子「濡れ透け抱き枕カバ

ー」「ぷにむねマウスパッド」「ぷに M マウスパッド」の 3 種を 2014 年に

相応しい最高のクオリティで販売いたします。 

商品絵柄は従来のままに、「濡れ透け抱き枕カバー」は A＆J 製最高

級生地「ライクトロン(2WAY トリコット)」を採用、マウスパッドには新開

発の「マウスパッドイーゼル」を付属しました。 

 

また、ホビーストック WEB ショップで購入された方には、抱き枕カバー、マウスパッドそれぞれの元となったイラストを使用し

た「A4 サイズクリアファイル」が特典で付属します。 

 

ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

【すーぱーそに子 濡れ透け抱き枕カバー ライクトロン ver.】 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000567 

【すーぱーそに子 ぷにむねマウスパッド リニューアル ver.】 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000568 

【すーぱーそに子 ぷに M マウスパッド リニューアル ver.】 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000569 



 

 

 

 

≪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： info@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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