2016 年 11 月 2 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

ホビーストック 10YEARS ANNIVERSARY 『To LOVE る-とらぶる- ダークネス』 立体マウスパッド＆抱き枕カ
バー10 ヵ月連続リリース企画第 9 弾「ネメシス」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 11 月 2 日より、ホビーストック 10YEARS ANNIVERSARY 『To LOVE る-とらぶる- ダークネス』
立体マウスパッド＆抱き枕カバー10 ヵ月連続リリース企画の第 9 弾、『To LOVE る-とらぶる- ダークネス ネメシス 立体マウ
スパッド』『To LOVE る-とらぶる- ダークネス ネメシス 抱き枕カバー』の予約受付を開始したことをお知らせいたします。
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。
また、ホビーストック WEB ショップでは、単品購入特典と全種購入特典をご用意しております。

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 ： http://www.hobbystock.jp/
ホビーストック 10 周年特設ページ ： http://hobbystock.co.jp/10th/

■ 『To LOVE る-とらぶる- ダークネス ネメシス 立体マウスパッド』商品説明
「To LOVE る-とらぶる- ダークネス」から、描き下ろしによる立体マウス
パッドが 10 ヶ月連続でリリース決定！
第 9 弾は「ネメシス」！
変身（トランス）して大きくなった胸が手首の負担を軽減してくれる実用性
の高いマウスパッドです。

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます、予めご了承くだ
さい。

■ 商品仕様
サイズ：縦約 260mm×横約 220mm×高さ約 22mm（胸部 M サイズ）
素材：PU・PVC・ジェル（パッド部）
価格：4,000 円＋税

■ 発売日
2016 年 12 月

■ ホビーストック WEB ショップ「単品購入特典：A4 サイズ クリアファイル」／「全種購入特典：ハーレムタオル（立
体マウスパッド ver.）」

【単品購入特典：A4 サイズ クリアファイル】
立体マウスパッドをホビーストックで購入された方に、立体マウスパッドの描き
下ろしイラストを使用した「A4 サイズ クリアファイル」をプレゼント
サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用）
素材：PP
【全種購入特典：ハーレムタオル（立体マウスパッド ver.）】
立体マウスパッド全 10 種をホビーストックで購入された方に、立体マウスパッ
ドの描き下ろしイラスト 10 種を使用した「ハーレムタオル（立体マウスパッド
ver.）」をプレゼント
サイズ：縦約 530mm×横約 1000mm
素材：マイクロファイバー
※全種購入特典のデザインは仮のものになります。実際のデザインは第 10
弾予約時に公開予定です。
※同一アカウントにて「立体マウスパッド」すべてをご予約・ご購入いただいた
方が対象となります。
※全種購入特典は第 10 弾「立体マウスパッド」発売月の翌月 15 日までに、対
象商品 10 種類全てが出荷済みとなっている方に、別途お送りいたします。
キャンペーン期間を過ぎて出荷となった場合は対象外となりますので、予めご
了承ください。
ホビーストック WEB ショップ商品ページ
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002321

■ 『To LOVE る-とらぶる- ダークネス ネメシス 抱き枕カバー』商品説明
「To LOVE る-とらぶる- ダークネス」から、描き下ろしによる抱き枕カバ
ーが 10 ヶ月連続でリリース決定！
第 9 弾は「ネメシス」！
肌色指数高めの無防備なネメシスを独り占めできちゃう 1 枚です！
生地には A＆J 製最高級生地「ライクトロン（2way トリコット）」を使用。
滑らかな肌触りで、最高のイラストを最高の生地でお楽しみください！

※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。

■ 商品仕様
サイズ：縦約 160cm×横約 50cm
素材：ライクトロン（2way トリコット）
価格：12,000 円+税

■ 発売日
2016 年 12 月

■ ホビーストック WEB ショップ「単品購入特典：A4 サイズ クリアファイル」／「全種購入特典：ハーレムタオル（抱

き枕カバーver.）」
【単品購入特典：A4 サイズ クリアファイル】
抱き枕カバーをホビーストックで購入された方に、抱き枕カバーの描き下ろし
イラストを使用した「A4 サイズ クリアファイル」をプレゼント
サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用）
素材：PP
【全種購入特典：ハーレムタオル（抱き枕カバーver.）】
抱き枕カバー全 10 種をホビーストックで購入された方に、抱き枕カバーの描
き下ろしイラスト 10 種を使用した「ハーレムタオル（抱き枕カバーver.）」をプレ
ゼント
サイズ：縦約 850mm×横約 850mm
素材：マイクロファイバー
※全種購入特典のデザインは仮のものになります。実際のデザインは第 10
弾予約時に公開予定です。
※同一アカウントにて「抱き枕カバー」すべてをご予約・ご購入いただいた方
が対象となります。
※全種購入特典は第 10 弾「抱き枕カバー」発売月の翌月 15 日までに、対象
商品 10 種類全てが出荷済みとなっている方に、別途お送りいたします。
キャンペーン期間を過ぎて出荷となった場合は対象外となりますので、予めご
了承ください。
ホビーストック WEB ショップ商品ページ
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00002320

■ 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
© 矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会

≪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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