2014 年 3 月 20 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

株式会社ホビーストック企画商品
「『ウィッチクラフトワークス』
おっぱいマウスパッド、抱き枕カバー
、抱き枕カバー2
190×
ウィッチクラフトワークス』おっぱいマウスパッド
、抱き枕カバー
2 種」、「190
×50cm 用抱き枕ボディ」
抱き枕ボディ」
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 3 月 20 日より、弊社企画商品「ウィッチクラフトワークス 火々里綾火 おっぱいマウスパッド」
「ウィッチクラフトワークス 火々里綾火 抱き枕カバー（クイーンサイズ/通常版）」「【ホビーストックオリジナル】190×50cm 用
抱き枕ボディ」の予約受付を開始したことをお知らせいたします。
「ウィッチクラフトワークス 火々里綾火 抱き枕カバー クイーンサイズ」「【ホビーストックオリジナル】190×50cm 用 抱き枕ボデ
ィ」につきましてはホビーストック WEB ショップ限定販売となります。
他の商品につきましては、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/

■ 「ウィッチクラフトワークス 火々里綾火 おっぱいマウスパッド」商品説明
おっぱいマウスパッド」商品説明
TV アニメ「ウィッチクラフトワークス」から、「火々里綾火」の立体
（3D）マウスパッドが登場！
大胆なビキニ姿の姫様はもちろんこのアイテムのための描き下ろ
し！
胸部にたっぷり入ったジェルが手首を優しくサポートします。

さらに使ってない時でもマウスパッドを立て掛けてディスプレイでき
る、新開発の「マウスパッドイーゼル」が付属します。

■ 商品仕様
素材：PU・PVC・ジェル(パッド部)
サイズ：縦約 260mm×横約 220mm×高さ約 35mm(胸部 L サイズ)
付属品：マウスパッドイーゼル
マウスパッドイーゼルサイズ：縦約 260mm×横約 140mm
作画：冷水 由紀絵
仕上げ：辻田 邦夫・J.C.STAFF
価格：4,000 円＋税

■ 発売日
2014 年 5 月予定

■ ホビーストック WEB ショップ購入特典
ショップ購入特典企画
購入特典企画
ホビーストックで購入された方に、マウスパッドのイラストをいつでも楽しめるマイクロファ
イバー製「マルチクロス」が特典で付属します。
サイズ：縦約 250mm×横約 250mm

ホビーストック WEB ショップ商品ページ
【【HS 特典付き】ウィッチクラフトワークス 火々里綾火 おっぱいマウスパッド】
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000611

■ 「ウィッチクラフトワークス 火々里綾火 抱き枕カバー」商品説明
抱き枕カバー」商品説明
TV アニメ「ウィッチクラフトワークス」から、姫様こと「火々里綾火」の
描き下ろしイラストを両面に使用した抱き枕カバーが登場！
制服姿のオモテ面と、滅多に見ることのできない大胆なビキニ姿の
ウラ面！
生地には滑らかな肌触りの A＆J 製最高級生地「ライクトロン(2WAY
トリコット)」を使用しました。
多華宮くん・・・もといあなただけにしか見せない姫様の乙女な一面
をこの抱き枕カバーで堪能してください！

■ 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)
作画：木本 茂樹
監修：冷水 由紀絵
仕上げ：辻田 邦夫・J.C.STAFF
価格：12,000 円＋税

■ 発売日
2014 年 5 月予定

■ 「【HS 限定】ウィッチクラフトワークス 火々里綾火 抱き枕カバー クイーンサイズ」商品説明
クイーンサイズ」商品説明
TV アニメ「ウィッチクラフトワークス」から、「火々里綾火 抱き枕カバ
ー」のホビーストック WEB ショップ限定版として特注サイズをご用意し
ました！
ほぼ等身大の大きさでも抱きしめていただけるよう、通常版より 30cm
も大きい「190×50cm」サイズとなります！

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。
特注サイズのカバーにぴったりな抱き枕ボディも同時発売！

※抱き枕に被せてご使用頂く場合、一般的な「160×50cm」用の抱き
枕ボディにはご使用いただけません。「190×50cm」用の抱き枕ボディ

をご使用ください。
※商品絵柄につきましては通常版の「火々里綾火 抱き枕カバー」と同
じものを使用しています。

■ 商品仕様
サイズ：縦約 190cm×横約 50cm
素材：ライクトロン(2way トリコット)
作画：木本 茂樹
監修：冷水 由紀絵
仕上げ：辻田 邦夫・J.C.STAFF
価格：14,000 円＋税

■ 発売日
2014 年 5 月予定

■ ホビーストック WEB ショップ商品ページ
ショップ商品ページ
【【HS 限定】ウィッチクラフトワークス 火々里綾火 抱き枕カバー クイーンサイズ】
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000601

■ 「【ホビーストックオリジナル】190×50cm
【ホビーストックオリジナル】190×50cm 用 抱き枕ボディ」商品説明
抱き枕ボディ」商品説明
「ウィッチクラフトワークス 火々里綾火 抱き枕カバー クイーンサイズ」
にぴったりな 190×50cm サイズの抱き枕ボディです。
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により、弾力性があり抱き心地
抜群の抱き枕となっています。

※一般的な 160×50cm や 150×50cm サイズの抱き枕カバーにはご使
用いただけません。
※布団圧縮袋にて圧縮してお届け予定です。
※梱包の都合上中綿に偏りがございますので、均一によくほぐしてから
ご使用下さい。

■ 商品仕様
190×50cm サイズ抱き枕カバー用
本体サイズ： 縦約 190cm×横約 50cm
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
中綿重量：約 2.5kg
価格：8,000 円＋税

■ 発売日
2014 年 5 月予定

■ ホビーストック WEB ショップ商品ページ
【【HS 限定】190×50cm 用 抱き枕ボディ】
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000603

■ コピーライト
（C）水薙竜・講談社／ウィッチクラフトワークス製作委員会

■ 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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