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 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 
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株式会社ホビーストック企画商品 『五等分の花嫁∬』 抱きつかれトートバッグ、抱きつかれ T シャツ、等身大

タペストリー、マイクロファイバーバスタオル、ダイカットクッション、クリアファイル、アクリルフィギュア 予約受

付開始のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、2021 年 5 月 20 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。 

『五等分の花嫁∬ 描き下ろし抱きつかれトートバッグ』5 種 

『五等分の花嫁∬ 描き下ろし抱きつかれ T シャツ』5 種 

『五等分の花嫁∬ 描き下ろし等身大タペストリー』5 種 

『五等分の花嫁∬ 描き下ろしマイクロファイバーバスタオル』5 種 

『五等分の花嫁∬ 描き下ろしダイカットクッション』5 種 

『五等分の花嫁∬ 描き下ろしクリアファイル』5 種 

『五等分の花嫁∬ 描き下ろしアクリルフィギュア』5 種 

全国のホビー・アニメショップ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/ 

 

■ 『五等分の花嫁∬ 描き下ろし抱きつかれトートバッグ』5 種 商品説明 

TV アニメ『五等分の花嫁∬』より、「一花」「二乃」「三玖」「四葉」「五

月」に抱きつかれているように見える！？抱きつかれトートバッグが

登場！！ 

 

抱きつかれトートバッグとは… 

肩に掛ければキャラクターに抱きついて貰える！？ 

…ように見えるトートバッグです。 

 

クラシックなお嬢様衣装をコンセプトにイラストを新規に描き下ろして

おり、ぎゅっと抱きつかれているようにデザインしています！ 

描き下ろしイラストを使用した缶バッジ（57mm）も付属いたします！ 

 

＜ラインナップ＞ 

中野一花 クラシカル ver. 

中野二乃 クラシカル ver. 

中野三玖 クラシカル ver. 

中野四葉 クラシカル ver. 

中野五月 クラシカル ver. 



 

※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 380mm×横約 410mm×マチ(底面)約 100mm 

素材：ナイロン 

印刷：片面フルカラープリント 

付属：57mm 缶バッジ 

価格：各 4,400 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 8 月 

 

 

■ 『五等分の花嫁∬ 描き下ろし抱きつかれ T シャツ』5 種 商品説明 

TV アニメ『五等分の花嫁∬』より、「一花」「二乃」「三玖」「四葉」「五

月」に抱きつかれているように見える！？抱きつかれ T シャツが登

場！ 

 

抱きつかれ T シャツとは… 

この T シャツを着ればキャラクターに抱きつかれているように見えて

しまうというハイレベルなデザイン！注目度抜群です！ 

 

クラシックなお嬢様衣装をコンセプトにイラストを新規に描き下ろして

おり、ぎゅっと抱きつかれているようにデザインしています！ 

 

＜ラインナップ＞ 

中野一花 クラシカル ver. 

中野二乃 クラシカル ver. 

中野三玖 クラシカル ver. 

中野四葉 クラシカル ver. 

中野五月 クラシカル ver. 

 

※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： 

M（身丈 70cm/身幅 52cm/袖丈 20cm） 

L（身丈 74cm/身幅 55cm/袖丈 22cm） 

XL（身丈 78cm/身幅 58cm/袖丈 24cm） 

素材：綿 100％ 

カラー：ホワイト 

価格：各 5,500 円（税込） 

 

■ 発売日 



2021 年 8 月 

 

 

■ 『五等分の花嫁∬ 描き下ろし等身大タペストリー』5 種 商品説明 

TV アニメ『五等分の花嫁∬』より、「一花」「二乃」「三玖」「四葉」「五

月」の等身大タペストリーが登場！！ 

 

クラシックなお嬢様衣装をコンセプトにイラストを新規に描き下ろし！ 

 

＜ラインナップ＞ 

中野一花 クラシカル ver. 

中野二乃 クラシカル ver. 

中野三玖 クラシカル ver. 

中野四葉 クラシカル ver. 

中野五月 クラシカル ver. 

 

※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 180cm×横約 70cm 

素材：ポリエステルスエード 

パイプ・紐付き 

価格：各 9,900 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 8 月 

 

 

■ 『五等分の花嫁∬ 描き下ろしマイクロファイバーバスタオル』5 種 商品説明 

TV アニメ『五等分の花嫁∬』より、「一花」「二乃」「三玖」「四葉」「五

月」のマイクロファイバーバスタオルが登場！！ 

 

クラシックなお嬢様衣装をコンセプトにイラストを新規に描き下ろし！ 

 

表面のイラストプリント面は発色が良い超高画質印刷で、裏面は吸

水性が良い実用性も兼ね備えた最高品質生地を使用しています！ 

 

＜ラインナップ＞ 

中野一花 クラシカル ver. 

中野二乃 クラシカル ver. 

中野三玖 クラシカル ver. 

中野四葉 クラシカル ver. 

中野五月 クラシカル ver. 

 

※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 120cm×横約 60cm 

素材：マイクロファイバー 

価格：各 6,600 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 8 月 

 

 

■ 『五等分の花嫁∬ 描き下ろしダイカットクッション』5 種 商品説明 

TV アニメ『五等分の花嫁∬』より、「一花」「二乃」「三玖」「四葉」「五

月」のダイカットクッションが登場！！ 

 

クラシックなお嬢様衣装をコンセプトにイラストを新規に描き下ろし！ 

 

＜ラインナップ＞ 

中野一花 クラシカル ver. 

中野二乃 クラシカル ver. 

中野三玖 クラシカル ver. 

中野四葉 クラシカル ver. 

中野五月 クラシカル ver. 

 

※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： 

中野一花:縦約 395mm×横約 242mm 

中野二乃:縦約 395mm×横約 247mm 

中野三玖:縦約 395mm×横約 267mm 

中野四葉:縦約 395mm×横約 265mm 

中野五月:縦約 395mm×横約 280mm 

素材：ポリエステル 

価格：各 3,850 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 8 月 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『五等分の花嫁∬ 描き下ろしクリアファイル』5 種 商品説明 

TV アニメ『五等分の花嫁∬』より、「一花」「二乃」「三玖」「四葉」「五

月」のクリアファイルが登場！！ 

 

クラシックなお嬢様衣装をコンセプトにイラストを新規に描き下ろし！ 

 

＜ラインナップ＞ 

中野一花 クラシカル ver. 

中野二乃 クラシカル ver. 

中野三玖 クラシカル ver. 

中野四葉 クラシカル ver. 

中野五月 クラシカル ver. 

 

※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 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

素材：PP（ポリプロピレン） 

価格：各 440 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 8 月 

 

 

■ 『五等分の花嫁∬ 描き下ろしアクリルフィギュア』5 種 商品説明 

TV アニメ『五等分の花嫁∬』より、「一花」「二乃」「三玖」「四葉」「五

月」のアクリルフィギュアが登場！！ 

 

クラシックなお嬢様衣装をコンセプトにイラストを新規に描き下ろし！ 

 

＜ラインナップ＞ 

中野一花 クラシカル ver. 

中野二乃 クラシカル ver. 

中野三玖 クラシカル ver. 

中野四葉 クラシカル ver. 

中野五月 クラシカル ver. 

 

※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： 

中野一花:縦約 146mm×横約 69mm 

中野二乃:縦約 147mm×横約 67mm 

中野三玖:縦約 146mm×横約 65mm 

中野四葉:縦約 157mm×横約 67mm 



中野五月:縦約 156mm×横約 70mm 

素材：アクリル 

付属品：スタンド 

価格：各 1,650 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 8 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 

©春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁∬」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. 


