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株式会社ホビーストック企画商品 ぴくりる！「メカクシティアクターズ」絵馬・手ぬぐい・マグネットブックマーカー 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 4 日より、弊社企画商品 ぴくりる！「メカクシティアクターズ」絵馬・手ぬぐい・マグネットブ

ックマーカー各種の予約受付を開始したことをお知らせいたします。 

現在予約受付中の「トレーディングストラップ」とは異なる、ぴくりる！の新イラストを使用した商品となっております。 

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「メカクシティアクターズ」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/mekakucity/ 

 

 

■ 「ぴくりる！ メカクシティアクターズ 絵馬」（10 種）商品説明 

アニメ「メカクシティアクターズ」から、天然素材を使用した絵馬

の登場です！ 

かわいいディフォルメのぴくりる！イラストを使用し、「米ヒバ」

特有の美しい木目と木の香りがキャラクターたちと不思議なマ

ッチング！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 絵馬 No.1 KIDO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 絵馬 No.2 SETO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 絵馬 No.3 KANO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 絵馬 No.4 MARRY 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 絵馬 No.5 MOMO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 絵馬 No.6 ENE 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 絵馬 No.7 SHINTARO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 絵馬 No.8 HIBIYA 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 絵馬 No.9 KONOHA 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 絵馬 No.0 AYANO 

 

※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 

素材：米ヒバ 

サイズ：縦約 67mm×横約 90mm×厚さ約 6mm 

下げ紐付き 

価格：各 900 円＋税 

 

■ 発売日 

2014 年 10 月 

 

 

■ 「ぴくりる！ メカクシティアクターズ 手ぬぐい」（10 種）商品説明 

アニメ「メカクシティアクターズ」から、かわいいディフォルメの

ぴくりる！イラストを使用した手ぬぐいが登場です！ 

古くて新しい、独特の風合いが人気の手ぬぐいにメカクシ団団

員をデザインしました！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 手ぬぐい No.1 KIDO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 手ぬぐい No.2 SETO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 手ぬぐい No.3 KANO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 手ぬぐい No.4 MARRY 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 手ぬぐい No.5 MOMO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 手ぬぐい No.6 ENE 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 手ぬぐい No.7 SHINTARO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 手ぬぐい No.8 HIBIYA 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 手ぬぐい No.9 KONOHA 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ 手ぬぐい No.0 AYANO 

 

※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 350mm×横約 900mm 

素材：綿 

価格：各 1,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2014 年 10 月 

 



 

■ 「ぴくりる！ メカクシティアクターズ マグネットブックマーカー」（10 種）商品説明 

アニメ「メカクシティアクターズ」から、かわいいディフォルメの

ぴくりる！イラストを使用したマグネットブックマーカーが登場

です！ 

読みかけの文庫本やコミックスのページを磁力でぴたっとはさ

めます。 

 

＜ラインナップ＞ 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ マグネットブックマーカー 

No.1 KIDO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ マグネットブックマーカー 

No.2 SETO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ マグネットブックマーカー 

No.3 KANO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ マグネットブックマーカー 

No.4 MARRY 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ マグネットブックマーカー 

No.5 MOMO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ マグネットブックマーカー 

No.6 ENE 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ マグネットブックマーカー 

No.7 SHINTARO 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ マグネットブックマーカー 

No.8 HIBIYA 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ マグネットブックマーカー 

No.9 KONOHA 

ぴくりる！ メカクシティアクターズ マグネットブックマーカー 

No.0 AYANO 

 

※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 120mm×横約 20mm 

素材：マグネット、紙 

ブックマーカー2 枚入り 

価格：各 500 円＋税 

 

■ 発売日 

2014 年 10 月 

 

 

■ コピーライト 

(C)じん／1st PLACE・メカクシ団アニメ製作部 

 



 

■ 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/ 

 

 

■ ホビーストック WEB ショップ通常の 10 倍ポイント還元！ 

ホビーストック WEB ショップで今回ご案内したアイテム各種をご購入いただくと、通常の 10 倍のホビーストックポイント（1pt=1

円）を商品出荷時に還元いたします。 

 

ホビーストック WEB ショップ「メカクシティアクターズ」アイテム特集ページ 

http://www.hobbystock.jp/sp/sm/mekakucity/ 

 

 

 

≪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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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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