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株式会社ホビーストック企画商品「ばらかもん」湯のみ、ガラス瓶、マグネットブックマーカー、ブックカバー、スクエア

缶バッジコレクション 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 2 月 6 日より、「ばらかもん」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。 

「ばらかもん 湯のみ 星」 

「ばらかもん ガラス瓶 楽」 

「ばらかもん マグネットブックマーカー 『半田清舟』／『琴石なる』／『木戸浩志』」 

「ばらかもん ブックカバー 『楽』／『星』」 

「ばらかもん スクエア缶バッジコレクション」 

湯のみ、ガラス瓶、マグネットブックマーカー、ブックカバーは全国の玩具店、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。 

スクエア缶バッジコレクションはホビーストック WEB ショップや一部店舗のカプセルベンダー筐体で販売いたします。 

 

株式会社ホビーストック コーポレートサイト ： http://hobbystock.co.jp/ 

ホビーストック WEB ショップ「ばらかもん」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/barakamon/ 

 

 

■ 「ばらかもん 湯のみ 星」商品説明 

TVアニメ『ばらかもん』より、劇中の「星」の書を使用した湯のみが登

場です！ 

黒色の湯のみに白色の星の文字が味わい深い一品です！ 

 

※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：口径約 72mm 高さ約 102mm 

価格：1,200 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 3 月 

 



 

■ 「ばらかもん ガラス瓶 楽」商品説明 

TVアニメ『ばらかもん』より、劇中の「楽」の書とかわいいSDキャラを

使用したガラス瓶が登場です！ 

小物入れとして使ったり、「このもん」を漬けるのに使ったり多用途に

使えちゃいます。 

 

※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：口径約 80mm×高さ約 130mm 

素材：ガラス 

価格：1,200 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 3 月 

 

 

 

■ 「ばらかもん マグネットブックマーカー 『半田清舟』／『琴石なる』／『木戸浩志』」商品説明 

TV アニメ『ばらかもん』より、「半田清舟」「琴石なる」「木戸浩志」の

マグネットブックマーカーが 3 種類登場です！ 

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、し

おりとして使えます。 

劇中の書と SD キャラのイラストを使用したかわいいデザインとなっ

ております！ 

 

※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 

2015 年 4 月 

 



 

■ 「ばらかもん ブックカバー 『楽』／『星』」商品説明 

TV アニメ『ばらかもん』より、劇中の「楽」と「星」の書を使ったブックカ

バー2 種類が登場です！ 

「楽」の書と SD キャラのイラストを使用したかわいいデザインと、

「星」の書を使用した黒地に白文字の落ち着いたデザインになってお

ります！ 

原作コミックに使える B6 サイズ用です！ 

 

※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 200mm×横約 460mm(B6 コミックサイズ用） 

素材：帆布 

価格：各 1200 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 3 月 

 

 

■ 「ばらかもん スクエア缶バッジコレクション」商品説明 

TV アニメ『ばらかもん』より、劇中の名場面などを使用した、四角い

ちょっとかわった缶バッジが登場です！ 

全種集めて楽しもう！ 

 

※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 

ラインナップ全 11 種（ノーマル 10 種＋シークレット 1 種） 

サイズ：縦約 36 ㎜×横約 53mm 

価格：1 回 300 円(税込） 

 

■ ホビーストック WEB ショップでの販売方法について 

ホビーストック WEB ショップでは、ノーマル 10 種セットで販売します。 

ご購入 1 回につき 1/5 の確率でシークレットをプレゼント！（シークレットの当選は商品が届くまでわかりません。） 

 

ばらかもん スクエア缶バッジコレクション ノーマル 10 種セット 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00001093 

価格：2,778 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 2 月 

 



 

■ コピーライト 

(C)ヨシノサツキ／スクウェアエニックス・「ばらかもん」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/ 

 

 

■ ホビーストック購入特典 「特製ペーパーコースター」 

ホビーストック Web ショップで本日ご案内した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、4 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。 

※他社メーカーアイテムには購入特典は付きません。 

※スクエア缶バッジは特典対象外です。 

 

サイズ：約 90mm×90mm   

材質：紙 

 

■ 「ばらかもん」アイテム特集ページ開設 

ホビーストック WEB ショップで「ばらかもん」アイテム特集ページを開設しました。 

当ページでホビーストック企画商品の最新情報を随時公開していきます。 

また、ホビーストック企画商品だけでなく、他メーカーの「ばらかもん」アイテムも一挙掲載しました。 

「ばらかもん」関連アイテムのお買い物に是非お役立て下さい。 

 

ホビーストック WEB ショップ「ばらかもん」アイテム特集ページ 

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

 

 

≪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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