2016 年 10 月 13 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「ナンバカ」アクリルキーホルダー、缶バッジコレクション 2 弾などアイテム各
種予約受付開始、「ナンバカアニメ化記念 双又翔さんサイン入り複製ミニ色紙」プレゼントキャンペーン開催の
お知らせ

株式会社ホビーストックは、本日 10 月 13 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。

『ナンバカ アクリルキーホルダー「ジューゴ」／「ウノ」／「ロック」／「ニコ」／「双六一」／「五代大和」／「七夕星太郎」／「九」』
『ナンバカ 32 ミリ缶バッジセット 「A」／「B」』
『ナンバカ マルチクロス 「A」／「B」』
『ナンバカ ポストカードセット 「A」／「B」』
『ナンバカ 携帯ストラップ 「ジューゴ」／「ウノ」／「ロック」／「ニコ」／「双六一」／「五代大和」／「七夕星太郎」／「三葉キジ」／
「四桜犬士郎」／「悟空猿門」』
『ナンバカ 缶バッジ＆缶ミラーセット 「ジューゴ」／「ウノ」／「ロック」／「ニコ」／「双六一」／「五代大和」／「七夕星太郎」／「三
葉キジ」／「四桜犬士郎」／「悟空猿門」』
『ナンバカ マスキングステッカー 「A」／「B」』
『ナンバカ クリアファイルセット』

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】ナンバカ 缶バッジコレクション vol.2』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。

さらに、「ナンバカアニメ化記念 双又翔さんサイン入り複製ミニ色紙」プレゼントキャンペーンを開催。
ホビーストック WEB ショップで対象のナンバカグッズを 3000 円以上お買い上げのお客様に、原作者の双又翔さんサイン入り複
製ミニ色紙を 1 枚プレゼントいたします。

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

■ 『ナンバカ アクリルキーホルダー「ジューゴ」／「ウノ」／「ロック」／「ニコ」／「双六一」／「五代大和」／「七夕
星太郎」／「九」』 商品説明
comico で好評連載中の『ナンバカ』から、原作の双又翔さん描き下ろしの
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。
※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＞
ナンバカ アクリルキーホルダー ジューゴ
ナンバカ アクリルキーホルダー ウノ
ナンバカ アクリルキーホルダー ロック
ナンバカ アクリルキーホルダー ニコ
ナンバカ アクリルキーホルダー 双六一
ナンバカ アクリルキーホルダー 五代大和
ナンバカ アクリルキーホルダー 七夕星太郎
ナンバカ アクリルキーホルダー 九

■ 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 11 月

■ 『ナンバカ 32 ミリ缶バッジセット 「A」／「B」』商品説明
comico で好評連載中の『ナンバカ』から、原作の双又翔さん描き下ろしの
ディフォルメがかわいい 32 ミリの缶バッジセットが登場です。
4 個入り 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。

＜ラインナップ＞
ナンバカ 32 ミリ缶バッジセット A
ナンバカ 32 ミリ缶バッジセット B

■ 商品仕様
サイズ：直径約 32mm
素材：スチール
32 ミリ缶バッジ 4 個 1 セット
価格：各 520 円＋税

■ 発売日
2016 年 11 月

■ 『ナンバカ マルチクロス 「A」／「B」』商品説明
comico で好評連載中の『ナンバカ』から、原作の双又翔さん描き下ろしのディフォルメがかわいいマイクロファイバー製クロ
スが登場！
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。
※イラスト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

＜ラインナップ＞
ナンバカ マルチクロス A
ナンバカ マルチクロス B

■ 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
2016 年 11 月

■ 『ナンバカ ポストカードセット 「A」／「B」』商品説明
comico で好評連載中の『ナンバカ』から、原作の双又翔さん描き下ろしの
ディフォルメがかわいいポストカードセットが登場です。
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。

＜ラインナップ＞
ナンバカ ポストカードセット A
ナンバカ ポストカードセット B

■ 商品仕様
サイズ：縦約 148mm×横約 100mm
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：各 600 円＋税

■ 発売日
2016 年 11 月

■ 『ナンバカ 携帯ストラップ 「ジューゴ」／「ウノ」／「ロック」／「ニコ」／「双六一」／「五代大和」／「七夕星太
郎」／「三葉キジ」／「四桜犬士郎」／「悟空猿門」』商品説明

TV アニメ「ナンバカ」から携帯ストラップが登場！
※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＞
ナンバカ 携帯ストラップ ジューゴ
ナンバカ 携帯ストラップ ウノ
ナンバカ 携帯ストラップ ロック
ナンバカ 携帯ストラップ ニコ
ナンバカ 携帯ストラップ 双六一
ナンバカ 携帯ストラップ 五代大和
ナンバカ 携帯ストラップ 七夕星太郎
ナンバカ 携帯ストラップ 三葉キジ
ナンバカ 携帯ストラップ 四桜犬士郎
ナンバカ 携帯ストラップ 悟空猿門

■ 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
2016 年 11 月

■ 『ナンバカ 缶バッジ＆缶ミラーセット 「ジューゴ」／「ウノ」／「ロック」／「ニコ」／「双六一」／「五代大和」／
「七夕星太郎」／「三葉キジ」／「四桜犬士郎」／「悟空猿門」』商品説明
TV アニメ「ナンバカ」から缶バッジ＆缶ミラーセットが登場！
※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＞
ナンバカ 缶バッジ＆缶ミラーセット ジューゴ
ナンバカ 缶バッジ＆缶ミラーセット ウノ
ナンバカ 缶バッジ＆缶ミラーセット ロック
ナンバカ 缶バッジ＆缶ミラーセット ニコ
ナンバカ 缶バッジ＆缶ミラーセット 双六一
ナンバカ 缶バッジ＆缶ミラーセット 五代大和
ナンバカ 缶バッジ＆缶ミラーセット 七夕星太郎
ナンバカ 缶バッジ＆缶ミラーセット 三葉キジ
ナンバカ 缶バッジ＆缶ミラーセット 四桜犬士郎
ナンバカ 缶バッジ＆缶ミラーセット 悟空猿門

■ 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：各 650 円＋税

■ 発売日
2016 年 11 月

■ 『ナンバカ マスキングステッカー 「A」／「B」』商品説明
TV アニメ「ナンバカ」からマスキングステッカーが登場！
※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＞
ナンバカ マスキングステッカー A
ナンバカ マスキングステッカー B

■ 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 11 月

■ 『ナンバカ クリアファイルセット』商品説明
TV アニメ「ナンバカ」から、A4 サイズ用クリアファイル 2 枚組みセットが登
場！
※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 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用）
素材：PP（ポリプロピレン）
クリアファイル 2 枚セット
価格：700 円＋税

■ 発売日
2016 年 11 月

■ 『【カプセル】ナンバカ 缶バッジコレクション vol.2』 商品説明
comico で好評連載中の『ナンバカ』から、缶バッジコレクション第二弾が登場です。

※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。
※「ナンバカアニメ化記念 双又翔さんサイン入り複製ミニ色紙」プレゼントキャンペーン 対象外商品です。

＜ラインナップ＞
1.ジューゴ
2.ウノ
3.ロック
4.ニコ
5.双六一
6.百式百子
7.一声三鶴
8.三葉キジ
9.四桜犬士郎
10.悟空猿門
11.五代大和
12.七夕星太郎
13.九十九
14.シークレット

■ 商品仕様
全 14 種（ノーマル 13 種＋シークレット 1 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 11 月

■ ホビーストック WEB ショップでの販売方法について
全 14 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。

【単品】ナンバカ 缶バッジコレクション vol.2
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002277/

■ 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
©双又翔/comico
©双又翔/comico/南波刑務所更生委員会

■ 「ナンバカアニメ化記念 双又翔さんサイン入り複製ミニ色紙」プレゼントキャンペーン
ホビーストック WEB ショップにて、対象商品 3,000 円（税込）ご購入ごとに特
典として「ナンバカアニメ化記念 双又翔さんサイン入り複製ミニ色紙」を 1
枚プレゼントいたします。
＜対象商品＞
ホビーストック製の「ナンバカ」関連商品
（商品名に【特典色紙 CP 対象】と付いている商品）
対象商品はアイテム特集ページからご確認いただけます。
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/
＜キャンペーン条件＞
・1 回の出荷に含まれる対象商品の合計金額 3,000 円（税込）ごとに特典 1
個を同梱いたします。
（例：対象商品合計金額 6,000 円（税込）の場合→特典 2 個）
・特典は充分な数を用意しておりますが、予定数に達した場合はキャンペーンが終了になります。予めご了承ください。
＜注意事項＞
※対象商品は予約商品になります。発売月は商品詳細ページにてご確認ください。
※配送料・代引手数料は、キャンペーン対象商品合計金額には入りません。
※対象外の商品が注文に含まれていてもキャンペーン条件には問題ございません。

≪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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