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株式会社ホビーストック企画商品「ぴくりる！ ダイヤの A トレーディングストラップ 二回戦」、マルチクロス（9 種）、

グラス（2 種）、携帯ストラップ（9 種）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 7 月 23 日より、弊社企画商品「ぴくりる！ ダイヤの A トレーディングストラップ 二回戦」「ぴく

りる！ダイヤの A マルチクロス 沢村栄純/御幸一也/小湊春市/降谷暁/倉持洋一/伊佐敷純/滝川・クリス・優/結城哲也/小

湊亮介」「ぴくりる！ダイヤの A グラス A/B」「ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 沢村栄純/御幸一也/小湊春市/降谷暁/

倉持洋一/伊佐敷純/滝川・クリス・優/結城哲也/小湊亮介」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/ 

ホビーストック WEB ショップ「ダイヤの A」」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/diaace/ 

 

■ 「ぴくりる！ ダイヤの A トレーディングストラップ 二回戦」商品説明 

ぴくりる！x ダイヤの A 二回戦プレイボール！ 

 

連載も TV アニメも絶好調！ダイヤの A から、ちっちゃキュートなラバ

ーストラップに第二弾が登場です！ 

沢村・御幸はもちろん、オーラが隠せない降谷やぴくりる！初登場の

川上、また今回は成宮鳴や轟雷市など強豪校の主力選手たちもラ

インナップいたしました。 

 

コンプリート必須！かわいくて激アツな彼らをいつでもあなたのそば

に！ 

 

※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。 

 

＜ラインナップ＞ 

・沢村栄純 

・御幸一也 

・降谷暁 

・小湊春市 

・倉持洋一 

・川上憲史 

・楊舜臣 

・成宮鳴 



・轟雷市 

・シークレット 

 

■ 商品仕様 

全 10 種（ノーマル 9 種＋シークレット 1 種） 

※1BOX のご購入で全 10 種揃います。 

サイズ：縦約 55mm×横約 40mm 

素材：ソフト PVC（ラバー） 

付属品：イヤホンジャック（1 ピースに 1 個付属） 

＜1 ピース＞ 

価格：500 円+税 

＜1BOX＞ 

価格：5,000 円+税 

 

■ 発売日 

2014 年 10 月予定 

 

■ BOX 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は「沢村栄純 制服 ver.」のラバースト

ラップが付属します。 

 

ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

【ぴくりる！ ダイヤの A トレーディングストラップ 二回戦 10 個入り 1BOX】 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000763 

 

 

■ 「ぴくりる！ダイヤの A マルチクロス 沢村栄純/御幸一也/小湊春市/降谷暁/倉持洋一/伊佐敷純/滝川・ク

リス・優/結城哲也/小湊亮介」商品説明 

かわいいディフォルメのぴくりる！イラストを使用した「ダイヤの A」

マルチクロスが登場です。メガネや携帯の液晶を拭いたり、ハンカ

チとしてご使用ください。 

 

＜ラインナップ＞ 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 沢村栄純 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 御幸一也 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 小湊春市 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 降谷暁 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 倉持洋一 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 伊佐敷純 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 滝川・クリス・優 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 結城哲也 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 小湊亮介 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 250mm×横約 250mm 



素材：マイクロファイバー 

価格：各 600 円+税 

 

■ 発売日 

2014 年 8 月 

 

 

■ 「ぴくりる！ダイヤの A グラス A/B」商品説明 

TV アニメ「ダイヤのＡ」から、ぴくりる！イラストを使用したグラスが

登場です。さわやか色でデザインしたちっちゃかわいい青道野球

部がちりばめてあります！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ぴくりる！ ダイヤの A グラス A 

ぴくりる！ ダイヤの A グラス B 

 

■ 商品仕様 

サイズ：口径約 65mm×高さ約 124mm 

素材：ガラス製 

価格：各 1,000 円+税 

 

■ 発売日 

2014 年 8 月 

 

 

■ 「ぴくりる！ ダイヤのA 携帯ストラップ 沢村栄純/御幸一也/小湊春市/降谷暁/倉持洋一/伊佐敷純/滝川・

クリス・優/結城哲也/小湊亮介」商品説明 

TV アニメ「ダイヤのＡ」から、ぴくりる！イラストを使用した携帯スト

ラップが登場です。携帯電話にはもちろん、バッグやゲーム機、デ

ジカメなどいろいろな場所にとりつけよう！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 沢村栄純 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 御幸一也 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 小湊春市 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 降谷暁 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 倉持洋一 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 伊佐敷純 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 滝川・クリス・優 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 結城哲也 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 小湊亮介 

 

■ 商品仕様 

素材：布製 

サイズ：縦約 120mm×横約 20mm 



価格：各 700 円+税 

 

■ 発売日 

2014 年 8 月 

 

 

■ ホビーストック WEB ショップ購入特典 

ホビーストック WEB ショップで対象商品を購入された方にはもれなく「特製ペ

ーパーコースター」が 1 つ付属します。 

※対象商品 1 つ購入につき、9 種類のうちの 1 つがランダムで付属します。種

類は選べません。 

 

サイズ：直径 90ｍｍ 

用紙：コースター専用紙（紙厚 1mm） 

 

＜対象商品＞ 

ぴくりる！ ダイヤの A トレーディングストラップ 二回戦 10 個入り 1BOX 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000763 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 沢村栄純 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000764 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 御幸一也 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000765 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 小湊春市 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000766 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 降谷暁 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000767 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 倉持洋一 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000768 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 伊佐敷純 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000769 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 滝川・クリス・優 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000770 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 結城哲也 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000771 

ぴくりる！ ダイヤの A マルチクロス 小湊亮介 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000777 

ぴくりる！ ダイヤの A グラス A 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000773 

ぴくりる！ ダイヤの A グラス B 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000774 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 沢村栄純 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000775 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 御幸一也 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000776 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 小湊春市 



http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000777 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 降谷暁 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000778 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 倉持洋一 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000779 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 伊佐敷純 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000780 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 滝川・クリス・優 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000781 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 結城哲也 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000782 

ぴくりる！ ダイヤの A 携帯ストラップ 小湊亮介 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000783 

ぴくりる！ダイヤの A 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-00000655 

ぴくりる！ダイヤの A ステッカーシート A 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000747 

ぴくりる！ダイヤの A ステッカーシート B 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000748 

ダイヤの A ステッカーシート C 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000749 

ぴくりる！ ダイヤの A うちわ 沢村・降谷・小湊 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000750 

ぴくりる！ ダイヤの A うちわ 沢村・御幸・クリス 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000751 

ダイヤの A 缶バッジ・缶ミラーセット 降谷暁 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000752 

ダイヤの A 缶バッジ・缶ミラーセット 小湊春市 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000753 

ダイヤの A 缶バッジ・缶ミラーセット 倉持洋一 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000754 

ダイヤの A 缶バッジ・缶ミラーセット 滝川・クリス・優 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000755 

ダイヤの A 缶バッジ・缶ミラーセット 成宮鳴 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000756 

ダイヤの A 缶バッジ・缶ミラーセット 轟雷市 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000757 

 

 

■ コピーライト 

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤの A」製作委員会・テレビ東京 

 

 

■ 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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