2020 年 11 月 19 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 『鬼滅の刃』 パスケース、マルチクロス、フルカラーブックカバー、歯ブラシ
再販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 19 日より、下記弊社企画商品の再販予約受付を開始したことをお知らせいたします。
『鬼滅の刃 パスケース』5 種、『鬼滅の刃 パスケース キービジュアル』、『鬼滅の刃 マルチクロス』5 種、『鬼滅の刃 マルチク
ロス キービジュアル』、『鬼滅の刃 フルカラーブックカバー』5 種、『鬼滅の刃 歯ブラシ』13 種
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「鬼滅の刃」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/kimetsu/

■ 『鬼滅の刃 パスケース』5 種 商品説明
TV アニメ『鬼滅の刃』より、キャラクターモチーフデザインのパスケ
ースが再販決定！

＜ラインナップ＞
鬼滅の刃 パスケース 竈門炭治郎
鬼滅の刃 パスケース 竈門

豆子

鬼滅の刃 パスケース 我妻善逸
鬼滅の刃 パスケース 嘴平伊之助
鬼滅の刃 パスケース 冨岡義勇

※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記となります。
※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 116mm×横約 72mm
素材：PVC・鉄
ボールチェーン付属
価格：各 900 円＋税

■ 発売日
2021 年 2 月

■ 『鬼滅の刃 パスケース キービジュアル』商品説明
TV アニメ『鬼滅の刃』より、キービジュアルイラストのパスケースが
再販決定！

※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 116mm×横約 72mm
素材：PVC・鉄
ボールチェーン付属
価格：900 円＋税

■ 発売日
2021 年 2 月

■ 『鬼滅の刃 マルチクロス』5 種 商品説明
TV アニメ『鬼滅の刃』より、キャラクターモチーフデザインのマルチク
ロスが再販決定！
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。

＜ラインナップ＞
鬼滅の刃 マルチクロス 竈門炭治郎
鬼滅の刃 マルチクロス 竈門 豆子
鬼滅の刃 マルチクロス 我妻善逸
鬼滅の刃 マルチクロス 嘴平伊之助
鬼滅の刃 マルチクロス 冨岡義勇

※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記となります。
※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 280mm×横約 220mm
素材：マイクロファイバー
フルカラープリント
価格：各 700 円＋税

■ 発売日
2021 年 2 月

■ 『鬼滅の刃 マルチクロス キービジュアル』商品説明
TV アニメ『鬼滅の刃』より、キービジュアルイラストのマルチクロスが
再販決定！
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。

■ 商品仕様
サイズ：縦約 280mm×横約 220mm
素材：マイクロファイバー
フルカラープリント
価格：700 円＋税

■ 発売日
2021 年 2 月

■ 『鬼滅の刃 フルカラーブックカバー』5 種 商品説明
TV アニメ『鬼滅の刃』より、キャラクターモチーフデザインのコミックス
サイズのブックカバーが再販決定！

＜ラインナップ＞
竈門炭治郎
竈門

豆子

我妻善逸
嘴平伊之助
冨岡義勇

※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記となります。
※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 193mm×横約 362mm(コミックスサイズ用）
素材：帆布
印刷：フルカラー印刷
価格：各 1,200 円＋税

■ 発売日
2021 年 2 月

■ 『鬼滅の刃 歯ブラシ』13 種 商品説明
TV アニメ『鬼滅の刃』より、キャラクターのイラストがプリントされた歯
ブラシが再販決定！

＜ラインナップ＞
鬼滅の刃 歯ブラシ 竈門炭治郎
鬼滅の刃 歯ブラシ 竈門 豆子
鬼滅の刃 歯ブラシ 我妻善逸
鬼滅の刃 歯ブラシ 嘴平伊之助
鬼滅の刃 歯ブラシ 冨岡義勇
鬼滅の刃 歯ブラシ 胡蝶しのぶ
鬼滅の刃 歯ブラシ 煉獄杏寿郎
鬼滅の刃 歯ブラシ 宇髄天元
鬼滅の刃 歯ブラシ 甘露寺蜜璃
鬼滅の刃 歯ブラシ 時透無一郎
鬼滅の刃 歯ブラシ 悲鳴嶼行冥
鬼滅の刃 歯ブラシ 伊黒小芭内
鬼滅の刃 歯ブラシ 不死川実弥

※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記となります。
※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 175mm×横約 13mm
柄の材質：AS 樹脂
毛の材質：ナイロン
毛の硬さ：ふつう
耐熱温度：80 度
価格：各 600 円+税

■ 発売日
2021 年 2 月

■ 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
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

≪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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