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株式会社ホビーストック企画商品 『家庭教師ヒットマン REBORN!』 トレーディングクリアファイル、トレーディングアク

リルキーホルダー、激推し缶バッジ vol.3 予約開始のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、本日 2 月 1 日より、弊社企画商品『家庭教師ヒットマン REBORN! トレーディングクリアファイル』『家

庭教師ヒットマン REBORN! トレーディングアクリルキーホルダー』『家庭教師ヒットマン REBORN! 激推し缶バッジコレクション 

vol.3』の予約受付を開始したことをお知らせいたします。 

全国のホビー・アニメショップ、WEB 通販サイトなどでお買い求めいただけます。 

また、『家庭教師ヒットマン REBORN! 激推し缶バッジコレクション vol.3』は、ブラインドパッケージ仕様での販売の他、カプセル

筐体でも発売いたします。 

 

さらに、「家庭教師ヒットマン REBORN! 76mm 缶バッジ（全 5 種/非売品）」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「家庭教師ヒットマン REBORN!」の対象商品を合計 3,000 円（税込）ご購入ごとに、「家庭教師ヒッ

トマン REBORN! 76mm 缶バッジ（全 5 種/非売品）」を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 ： http://www.hobbystock.jp/ 

 

■ 『家庭教師ヒットマン REBORN! トレーディングクリアファイル』商品詳細 

TV アニメ『家庭教師ヒットマン REBORN!』から、トレーディングクリアフ

ァイルが登場！ 

新規描き下ろしイラストを使用した全 10 種！ 

どのキャラクターが出るかは開けてからのお楽しみです！ 

 

＜ラインナップ＞ 

・沢田綱吉＆リボーン 

・獄寺隼人 

・山本武 

・雲雀恭弥 

・六道骸 

・ディーノ 

・XANXUS 

・S・スクアーロ 

・ベルフェゴール 

・白蘭 

 

※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 ※1BOX のご購入で全 10 種揃います。 

サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

素材：PP（ポリプロピレン） 

価格：1 個 350 円+税／1BOX 3,500 円+税（10 個入り） 

 

■ 発売月 

2018 年 3 月 

 

 

■ 『家庭教師ヒットマン REBORN! トレーディングアクリルキーホルダー』商品詳細 

TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』から、トレーディングアクリル

キーホルダーが登場！ 

新規描き下ろしイラストを使用した全 10 種！ 

どのキャラクターが出るかは開けてからのお楽しみです！ 

 

＜ラインナップ＞ 

・沢田綱吉＆リボーン 

・獄寺隼人 

・山本武 

・雲雀恭弥 

・六道骸 

・ディーノ 

・XANXUS 

・S・スクアーロ 

・ベルフェゴール 

・白蘭 

 

※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 

1BOX10 個入り 

全 10 種 ※1BOX のご購入で全 10 種揃います。 

サイズ：縦約 65mm×横約 60mm（キャラによって若干異なります） 

素材：アクリル、メタルパーツ 

価格：1 個 600 円+税／1BOX（10 個入り） 6,000 円+税 

 

■ 発売月 

2018 年 3 月 

 

 

■ 『家庭教師ヒットマン REBORN! 激推し缶バッジコレクション vol.3』商品詳細 



TV アニメ『家庭教師ヒットマン REBORN!』から、インパクトのある「激

推し」デザインの缶バッジコレクション第三弾が登場！ 

お気に入りのキャラを激推ししよう！ 

 

＜ラインナップ＞ 

・沢田綱吉 

・リボーン 

・獄寺隼人 

・山本武 

・雲雀恭弥 

・六道骸 

・ディーノ 

・XANXUS 

・S・スクアーロ 

・ベルフェゴール 

・白蘭 

 

※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 

1BOX50 個入り 

全 11 種 

ブラインドパッケージ 

サイズ：直径約 57mm 

素材：スチール 

価格：1 ピース 278 円＋税 

 

■ 発売月 

2018 年 3 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップでの販売方法について 

1BOX50 個入りでの BOX 販売の他、ランダムで 1 個をお送りする単品販売を行います。 

単品販売の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。 

 

家庭教師ヒットマン REBORN! 激推し缶バッジコレクション vol.3 50 個入り BOX（特典缶バッジ 2 弾 CP 対象商品） 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003218 

【単品】家庭教師ヒットマン REBORN! 激推し缶バッジコレクション vol.3（特典缶バッジ 2 弾 CP 対象商品） 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003217 

 

 

■ 「家庭教師ヒットマン REBORN! 76mm 缶バッジ（全 5 種/非売品）」プレゼントキャンペーン開催！ 

ホビーストック WEB ショップで「家庭教師ヒットマン REBORN!」の対象商品を合計 3,000 円（税込）ご購入ごとに、「家庭教師ヒ

ットマン REBORN! 76mm 缶バッジ（全 5 種/非売品）」を 1 つプレゼント！！ 



 

＜対象商品＞ 

・家庭教師ヒットマン REBORN! トレーディングアクリルキーホルダー 

・家庭教師ヒットマン REBORN! トレーディングクリアファイル 

・家庭教師ヒットマン REBORN! 激推し缶バッジコレクション vol.3 

 

＜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。 

・全 5 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。 

（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＞ 

※特典デザインは現在監修中のため後日発表させていただきます。予めご了承ください。 

※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。 

 

 

■ 発売・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://www.hobbystock.co.jp/ 

 

■ コピーライト 

©天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会 

 

 

≪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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【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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