2016 年 3 月 31 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『ももくり』[原作版]アクリルキーホルダー、[アニメ版] 32 ミリ缶バッジセットな
どアイテム各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 3 月 31 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。

[原作版]ももくり アクリルキーホルダー 「桃月心也」／「栗原雪」
[原作版]ももくり マスキングシール 「A」／「B」
[アニメ版]ももくり 32 ミリ缶バッジセット
[アニメ版]ももくり 32 ミリ缶バッジ缶ミラーセット
[アニメ版]ももくり 携帯ストラップ 「桃月心也」／「栗原雪」／「水山のりか」／「早柿莉央」／「島田柚姫」／「宇佐美育絵」／「沢
口理人」／「閑翔太」
[アニメ版]ももくり クリアファイルセット
[アニメ版]ももくり ポストカードセット

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。
また、ホビーストック WEB ショップにて『【カプセル】[アニメ版]ももくり 缶バッジコレクション』の予約受付を開始いたしました。
缶バッジコレクションにつきましては、ホビーストック WEB ショップの他、一般店舗のカプセル筐体にて発売いたします。

今回のご案内に伴い、「comico」連載タイトルのアイテムをまとめた「comico」アイテム特集ページをホビーストック WEB ショップ
内に開設いたしました。

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「comico」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/comico/

■ 『[原作版]ももくり アクリルキーホルダー 「桃月心也」／「栗原雪」』商品説明
アニメも好評な『ももくり』から、原作のくろせさん書き下ろしのディフ
ォルメがかわいいアクリルキーホルダーが登場です。
もも君と栗原さん是非ペアでそろえて下さい。

＜ラインナップ＞
[原作版]ももくり アクリルキーホルダー 桃月心也
[原作版]ももくり アクリルキーホルダー 栗原雪

※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 80mm×横約 40mm
素材：アクリル、メタルパーツ
価格：各 600 円＋税

■ 発売日
2016 年 5 月

■ 『[原作版]ももくり マスキングシール 「A」／「B」』商品説明
アニメも好評な『ももくり』から、原作イラストを使用したかわいいステッカーが登場です。
もも君と栗原さん是非ペアでそろえて下さい。
マスキング素材独特の手触りや透け感がノートや手帳、スマートフォンなどのかわいいアクセントに
ぴったりです！

＜ラインナップ＞
[原作版]ももくり マスキングシール A
[原作版]ももくり マスキングシール B

※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 140mm×横約 100mm
素材：和紙
価格：各 500 円＋税

■ 発売日
2016 年 5 月

■ 『[アニメ版]ももくり 32 ミリ缶バッジセット』商品説明
アニメも好評な『ももくり』から、32 ミリの缶バッジセットが登場です。

※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：直径約 32mm
素材：スチール
32 ミリ缶バッジ 5 個 1 セット
価格：650 円＋税

■ 発売日
2016 年 5 月

■ 『[アニメ版]ももくり 32 ミリ缶バッジ缶ミラーセット』商品説明
アニメも好評な『ももくり』から、缶バッジ缶ミラーセットが登場です。
32 ミリの缶バッジと 57 ミリの缶ミラーをセットにしたお得な商品です。

※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
缶バッジサイズ：直径約 32mm
缶ミラーサイズ：直径約 57mm
素材：スチール・ミラー
価格：650 円＋税

■ 発売日
2016 年 5 月

■ 『[アニメ版]ももくり 携帯ストラップ 「桃月心也」／「栗原雪」／「水山のりか」／「早柿莉央」／「島田柚姫」／
「宇佐美育絵」／「沢口理人」／「閑翔太」』商品説明
アニメも好評な『ももくり』から、携帯ストラップが登場！
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＞
[アニメ版]ももくり 携帯ストラップ 桃月心也
[アニメ版]ももくり 携帯ストラップ 栗原雪
[アニメ版]ももくり 携帯ストラップ 水山のりか
[アニメ版]ももくり 携帯ストラップ 早柿莉央
[アニメ版]ももくり 携帯ストラップ 島田柚姫
[アニメ版]ももくり 携帯ストラップ 宇佐美育絵
[アニメ版]ももくり 携帯ストラップ 沢口理人
[アニメ版]ももくり 携帯ストラップ 閑翔太

※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：布製
価格：各 700 円＋税

■ 発売日
2016 年 5 月

■ 『[アニメ版]ももくり クリアファイルセット』商品説明
アニメも好評な『ももくり』から、かわいいディフォルメデザインを使用
したクリアファイルの登場です。
A4 サイズのクリアファイル 2 枚のお得なセットです。

※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
素材：PP（ポリプロピレン）
サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用）
クリアファイル 2 枚セット
価格：700 円＋税

■ 発売日
2016 年 5 月

■ 『[アニメ版]ももくり ポストカードセット』商品説明
アニメも好評な『ももくり』から、ポストカードセットの登場です。4 枚組 1 セットでの販売です。

※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 100mm×横約 148mm
素材：紙製／フルカラー印刷
ポストカード 4 枚組セット（4 種類×各 1 枚入り）
価格：600 円＋税

■ 発売日
2016 年 5 月

■ 『【カプセル】[アニメ版]ももくり 缶バッジコレクション』商品説明
アニメも好評な『ももくり』から、缶バッジコレクションが登
場です。

※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
全 10 種（ノーマル 8 種＋シークレット 2 種）
サイズ：直径約 57mm
素材：スチール
価格：1 回 300 円（税込）

■ 発売日
2016 年 5 月

■ ホビーストック WEB ショップでの販売方法について
全 10 種のなかからランダムで 1 個をお送りします。
商品の中身は選べません。
複数購入の場合、同じ種類が当たる可能性があります。何卒ご了承ください。
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00001816

■ ホビーストック WEB ショップ「comico」アイテム特集ページ開設
ホビーストック WEB ショップで「comico」アイテム特集ページ
を開設しました。
当ページで「ももくり」を始め、「comico」連載タイトルのホビー
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
「comico」連載タイトルのアイテムも掲載しております。
「comico」関連アイテムのお買い物に是非お役立て下さい。

「comico」アイテム特集ページ
http://www.hobbystock.jp/sp/sm/comico/

■ 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/

■ コピーライト
(c)くろせ/comico
(c)くろせ／comico／ももくり製作委員会

≪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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