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株式会社ホビーストック企画商品「デート・ア・ライブ」マウスパッド 2 種、ラバーモバイルスタンド 2 種、モバイル

ポーチ 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 10 月 30 日より下記弊社企画商品の予約受付を開始したことをお知らせいたします。 

「デート・ア・ライブⅡ 誘宵美九 おっぱいマウスパッド」 

「デート・ア・ライブⅡ 八舞耶倶矢＆夕弦 おっぱいマウスパッド」 

「ぴくりる！ デート・ア・ライブ 夜刀神十香 ラバーモバイルスタンド」 

「ぴくりる！ デート・ア・ライブ 時崎狂三 ラバーモバイルスタンド」 

「デート・ア・ライブ 時崎狂三 おっぱいモバイルポーチ」 

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「デート・ア・ライブ」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/dal/ 

 

■ 「デート・ア・ライブⅡ 誘宵美九 おっぱいマウスパッド」商品説明 

TV アニメ「デート・ア・ライブⅡ」よりヒロインの「誘宵美九」のおっぱ

い（立体）マウスパッドが登場！ 

マウスパッド用に描き下ろされた恍惚表情が眩しい美九のイラスト

を使用しております！！ 

「八舞耶倶矢＆夕弦 おっぱいマウスパッド」も同時発売。 

※パッド部の立体は「L サイズ」となります。 

※写真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 

素材：PU・PVC・ジェル(パッド部) 

付属品：マウスパッドイーゼル 

サイズ：縦約 260mm×横約 220mm×高さ約 35mm（胸部 L サイズ） 

マウスパッドイーゼルサイズ：縦約 260mm×横約 140mm 

価格：4,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 1 月 

 



 

■ 「デート・ア・ライブⅡ 八舞耶倶矢＆夕弦 おっぱいマウスパッド」商品説明 

TV アニメ「デート・ア・ライブⅡ」よりヒロインの「八舞耶倶矢」と「八

舞夕弦」のおっぱい（立体）マウスパッドが登場！ 

マウスパッド用に描き下ろされた 2 人の魅惑の乳合わせイラストを

使用しております！！ 

さらに耶倶矢のおっぱいは控えめに、夕弦のおっぱいは大きくと劇

中の設定に沿って、こちらの商品用になんと新規マウスパッド型を

製作！！ 

イラストからマウスパッド型の設計図を起こしたこだわりの逸品で

す！！ 

「誘宵美九 おっぱいマウスパッド」も同時発売。 

※写真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 

素材：PU・PVC・ジェル(パッド部) 

付属品：マウスパッドイーゼル 

サイズ：縦約 260mm×横約 220mm×高さ約 35mm 

（胸部：耶倶矢 M サイズ/夕弦 L サイズ） 

マウスパッドイーゼルサイズ：縦約 260mm×横約 140mm 

価格：4,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 1 月 

 

 

■ ホビーストック WEB ショップ購入特典 

「デート・ア・ライブⅡ 誘宵美九 おっぱいマウスパッド」「デート・ア・ライブⅡ 八舞耶倶矢

＆夕弦 おっぱいマウスパッド」をホビーストック WEB ショップで購入いただくと、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タオル」がそれぞれ特典で付属しま

す。 

■サイズ：縦約 200mm×横約 200mm 

 

■片面プリント 

※特典のデザインは仮のもので、予告なく変更される可能性がございます。ご了承くださ

い。 

 

デート・ア・ライブⅡ 誘宵美九 おっぱいマウスパッド 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000957 

デート・ア・ライブⅡ 八舞耶倶矢＆夕弦 おっぱいマウスパッド 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000958 

 

 



■ 「ぴくりる！ デート・ア・ライブ ラバーモバイルスタンド 夜刀神十香／時崎狂三」商品説明 

TV アニメ「デート・ア・ライブ」よりヒロインの「夜刀神 十香」「時崎 

狂三」のラバー製モバイルスタンド 2 種が登場！ 

スタンド本体とデフォルメキャラ部分が一体のラバー使用となって

おり、組み立てるとモバイルスタンドとして使え、未組立時はカール

コードが付いているのでカバンなどにキーホルダーのように付けれ

ちゃいます！ 

※横幅 75mm×厚み 25mm 程度までのスマートフォンなどを置くこ

とができます。 

※写真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。 

※写真のスマートフォンは本製品には付属しません。 

 

■ 商品仕様 

本体：縦約 182mm×横約 95mm×厚み約 5mm（未組立時） 

開口部：縦約 25 ㎜×横約 75mm 

素材：ソフト PVC（ラバー） 

付属品：カールコード 

価格：各 1,200 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 1 月 

 

 

■ 「デート・ア・ライブ 時崎狂三 おっぱいモバイルポーチ」商品説明 

TV アニメ「デート・ア・ライブ」よりヒロインの「時崎狂三」のおっぱい

モバイルポーチが登場！ 

ポーチ表面のおっぱい部分にジェルを入れ立体となっており、外部

からの衝撃をふにゅんとやさしくガード！？ 

iPhone6+などの大型サイズのスマートフォンも入るゆったりサイズ

設計です。 

※写真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 

素材：ポリエステル・SBR/ポリウレタン・ジェル（胸部分） 

付属品：カラビナ 

価格：2,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 1 月 

 



 

 

■ ホビーストック WEB ショップ通常の 10 倍ポイント還元！ 

今回ご案内した「ラバーモバイルスタンド」「おっぱいモバイルポーチ」をホビーストック WEB ショップでご購入いただくと、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「デート・ア・ライブ」アイテム特集ページ 

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

 

 

■ コピーライト 

（C）2013 橘公司・つなこ／富士見書房／「デート･ア･ライブ」製作委員会 

（C）2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブⅡ」製作委員会 

 

 

■ 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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