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 株式会社ホビーストック（HOBBY STOCK inc.） 

 URL: http://www.hobbystock.co.jp 
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株式会社ホビーストック企画商品 『文豪ストレイドッグス わん！』 アクリルキーホルダー、アクリルフィギュア、

ボールペン、定規 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 4 月 1 日より、弊社企画商品『文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー』20 種、『文

豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア』20種、『文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン』20種、『文豪ストレイドッグス 

わん！ 定規』20 種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。 

 

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『文豪ストレイドッグス』アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/bungo/ 

 

 

■ 『文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー』20 種 商品説明 

TV アニメ『文豪ストレイドッグス わん！』からアクリルキーホルダーが登場！ 

 

【ラインナップ】 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 中島敦 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 太宰治 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 国木田独歩 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 江戸川乱歩 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 谷崎潤一郎 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 宮沢賢治 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 与謝野晶子 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 谷崎ナオミ 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 泉鏡花 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 福沢諭吉 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 芥川龍之介 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 中原中也 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 梶井基次郎 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 広津柳浪 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 立原道造 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 尾崎紅葉 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 樋口一葉 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー エリス 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 銀 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルキーホルダー 森鴎外 



 

※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 

サイズ：縦約 53mm×横約 33mm（キャラによって若干異なります） 

素材：アクリル 

価格：各 660 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 5 月 

 

 

■ 『文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア』20 種 商品説明 

TV アニメ『文豪ストレイドッグス わん！』からアクリルフィギュアが登場！ 

 

【ラインナップ】 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 中島敦 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 太宰治 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 国木田独歩 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 江戸川乱歩 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 谷崎潤一郎 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 宮沢賢治 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 与謝野晶子 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 谷崎ナオミ 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 泉鏡花 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 福沢諭吉 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 芥川龍之介 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 中原中也 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 梶井基次郎 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 広津柳浪 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 立原道造 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 尾崎紅葉 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 樋口一葉 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア エリス 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 銀 

文豪ストレイドッグス わん！ アクリルフィギュア 森鴎外 

 

※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 

サイズ：縦約 90mm×横約 64mm（キャラによって若干異なります） 

素材：アクリル 

付属品：スタンド 

価格：各 990 円（税込） 

 



■ 発売日 

2021 年 5 月 

 

 

■ 『文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン』20 種 商品説明 

TV アニメ『文豪ストレイドッグス わん！』からボールペンが登場！ 

 

【ラインナップ】 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 中島敦 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 太宰治 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 国木田独歩 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 江戸川乱歩 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 谷崎潤一郎 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 宮沢賢治 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 与謝野晶子 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 谷崎ナオミ 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 泉鏡花 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 福沢諭吉 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 芥川龍之介 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 中原中也 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 梶井基次郎 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 広津柳浪 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 立原道造 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 尾崎紅葉 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 樋口一葉 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン エリス 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 銀 

文豪ストレイドッグス わん！ ボールペン 森鴎外 

 

※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 

サイズ：縦約 138mm×直径約 13mm 

素材：プラスチック、紙 

価格：各 660 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 5 月 

 

 

■ 『文豪ストレイドッグス わん！ 定規』20 種 商品説明 

TV アニメ『文豪ストレイドッグス わん！』から定規が登場！ 

 

【ラインナップ】 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 中島敦 



文豪ストレイドッグス わん！ 定規 太宰治 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 国木田独歩 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 江戸川乱歩 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 谷崎潤一郎 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 宮沢賢治 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 与謝野晶子 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 谷崎ナオミ 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 泉鏡花 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 福沢諭吉 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 芥川龍之介 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 中原中也 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 梶井基次郎 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 広津柳浪 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 立原道造 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 尾崎紅葉 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 樋口一葉 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 エリス 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 銀 

文豪ストレイドッグス わん！ 定規 森鴎外 

 

※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 

サイズ：縦約 160mm×横約 40mm 

素材：アクリル 

価格：各 715 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 5 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 

©朝霧カフカ・かないねこ・春河 35／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／文豪ストレイドッグス わん！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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

(C)2005-2021 HOBBY STOCK inc. 


