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株式会社ホビーストック企画商品 『はたらく細胞』 トレーディングアクリルキーホルダー「白血球（好中球）だら

けコレクション」／「血小板だらけコレクション」、缶バッジセット「白血球（好中球）だらけコレクション」／「血小板

だらけコレクション」 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 12 月 6 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。 

『はたらく細胞 トレーディングアクリルキーホルダー 白血球（好中球）だらけコレクション』 

『はたらく細胞 トレーディングアクリルキーホルダー 血小板だらけコレクション』 

『はたらく細胞 缶バッジセット 白血球（好中球）だらけコレクション』 

『はたらく細胞 缶バッジセット 血小板だらけコレクション』 

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。 

 

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/ 

 

■ 『はたらく細胞 トレーディングアクリルキーホルダー 「白血球（好中球）だらけコレクション」／「血小板だらけ

コレクション」』 商品説明 

TV アニメ『はたらく細胞』から、白血球（好中球）だらけと血小板だら

けのトレーディングアクリルキーホルダーが登場！ 

可愛くデフォルメされたイラストは、人気イラストレーター「あかね」さ

んによる描き下ろしです！ 

 

＜キャラクターラインナップ＞ 

白血球（好中球）だらけコレクション（全 5 種） 

・白血球（好中球）[1146] A 

・白血球（好中球）[1146] B 

・白血球（好中球）[4989] 

・白血球（好中球）[2626] 

・白血球（好中球）[2048] 

 

血小板だらけコレクション（全 5 種） 

・血小板 A 

・血小板 B 

・血小板 C 

・血小板 D 

・血小板 E 

 



※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

＜白血球（好中球）だらけコレクション＞ 

1BOX5 個入り 

全 5 種 ※1BOX のご購入で全 5 種揃います。 

サイズ：縦約 65mm×横約 35mm（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（5 個入り） 3,000 円+税 

 

＜血小板だらけコレクション＞ 

1BOX5 個入り 

全 5 種 ※1BOX のご購入で全 5 種揃います。 

サイズ：縦約 63mm×横約 40mm（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（5 個入り） 3,000 円+税 

 

■ 発売日 

2019 年 2 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップ BOX 購入特典 

ホビーストックにて「1BOX 購入」ごとに、白血球（好中球）だらけコレクションでは「骨

髄球 アクリルキーホルダー」、血小板だらけコレクションでは「血小板＆白血球（好

中球） 遊走中 ver. アクリルキーホルダー」が 1 個特典で付属します。 

 

【HS 特典付き】はたらく細胞 トレーディングアクリルキーホルダー 白血球（好中球）

だらけコレクション 5 個入り 1BOX 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003919 

【HS 特典付き】はたらく細胞 トレーディングアクリルキーホルダー 血小板だらけコ

レクション 5 個入り 1BOX 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『はたらく細胞 缶バッジセット 「白血球（好中球）だらけコレクション」／「血小板だらけコレクション」』 商品

説明 

TV アニメ『はたらく細胞』から、白血球（好中球）だらけと血小板だら

けの缶バッジセットが登場！ 

可愛くデフォルメされたイラストは、人気イラストレーター「あかね」さ

んによる描き下ろしです！ 

直径 57mm のちょっと大きめの缶バッジで存在感抜群！ 

 

＜キャラクターラインナップ＞ 

白血球（好中球）だらけコレクション（全 5 種） 

・白血球（好中球）[1146] A 

・白血球（好中球）[1146] B 

・白血球（好中球）[4989] 

・白血球（好中球）[2626] 

・白血球（好中球）[2048] 

 

血小板だらけコレクション（全 5 種） 

・血小板 A 

・血小板 B 

・血小板 C 

・血小板 D 

・血小板 E 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

＜白血球（好中球）だらけコレクション＞ 

5 個セット 

サイズ：直径 57mm 

素材：スチール 

価格：1,500 円+税 

 

＜血小板だらけコレクション＞ 

5 個セット 

サイズ：直径 57mm 

素材：スチール 

価格：1,500 円+税 

 

■ 発売日 

2019 年 2 月 

 

 

 

 

 



■ ホビーストック WEB ショップ購入特典 

ホビーストックで購入された方には、白血球（好中球）だらけコレクションでは「骨髄球 缶バ

ッジ」、血小板だらけコレクションでは「血小板＆白血球（好中球） 遊走中 ver. 缶バッジ」が

もれなく 1 個特典で付属します。 

 

【HS 特典付き】はたらく細胞 缶バッジセット 白血球（好中球）だらけコレクション 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003921 

【HS 特典付き】はたらく細胞 缶バッジセット 血小板だらけコレクション 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003920 

 

 

■ 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 

©清水茜／講談社・アニプレックス・davidproduction 

 

 

 

 

≪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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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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(C)2005-2018 HOBBY STOCK inc. 


