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「僕の心のヤバイやつ 夏休みフェア」 開催のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、「僕の心のヤバイやつ 夏休みフェア」を下記日程にて開催することをお知らせいたします。 

 

【AKIHABARA ゲーマーズ本店】2021 年 7 月 22 日（木）～2021 年 8 月 31 日（火） 

【ゲーマーズ オンラインショップ】2021 年 7 月 22 日（木）～2021 年 8 月 31 日（火） 

【ホビーストック WEB ショップ】2021 年 9 月 16 日（木）～2021 年 10 月 21 日（木） 

ホビーストックの『僕の心のヤバイやつ』グッズの先行販売の他、フェア限定の購入特典をご用意いたします。 

 

株式会社ホビーストック コーポレートサイト ： http://hobbystock.co.jp/ 

「僕の心のヤバイやつ」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/bokuyaba/ 

 

■ 開催日時/開催場所 

AKIHABARA ゲーマーズ本店 3 階 

https://www.gamers.co.jp/shop/detail.php?id=4 

2021 年 7 月 22 日（木）～2021 年 8 月 31 日（火） 

営業時間：11:00～20:00 

 

ゲーマーズ オンラインショップ 

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=1798 

2021 年 7 月 22 日（木）～2021 年 8 月 31 日（火） 

 

ホビーストック WEB ショップ 

http://www.hobbystock.jp/ 

2021 年 9 月 16 日（木）～2021 年 10 月 21 日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 販売商品 

● 【新作】 僕の心のヤバイやつ ブランケット 市川＆山田 僕は探られた ver./山田＆おねえ 

価格（税込） 各 \5,500 

 

「マンガクロス」にて好評連載中の『僕の心のヤバイやつ』から、両面

デザインのブランケットが登場！ 

表面には桜井のりお先生が描くイラストを、裏面にはイラストや作中

のモチーフをデザインしました。 

肌触りのよい柔らかな毛足の生地を使用しています！ 

 

商品仕様 

サイズ：縦約 100cm×横約 70cm 

素材：ポリエステル 

 

 

● 【新作】 僕の心のヤバイやつ マグカップ 市川＆山田 デート ver.／市川＆山田 総柄 ver. 

価格（税込 各 \1,650 

 

「マンガクロス」にて好評連載中の『僕の心のヤバイやつ』から、マグ

カップが登場！ 

 

商品仕様 

サイズ：直径約 80mm×高さ約 95mm 

素材：陶器 

 

 

 

 

 

● 【新作】 僕の心のヤバイやつ パスケース 市川京太郎／山田杏奈／市川＆山田 総柄 ver. 

価格（税込） 各 \990 

 

「マンガクロス」にて好評連載中の『僕の心のヤバイやつ』から、パス

ケースが登場！ 

 

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 

 

 

 

 

 

 



● 【新作】 僕の心のヤバイやつ マルチクロス 市川京太郎／山田杏奈／市川＆山田 総柄 ver. 

価格（税込） 各 \770 

 

「マンガクロス」にて好評連載中の『僕の心のヤバイやつ』から、マル

チクロスが登場！ 

 

商品仕様 

サイズ：縦約 220mm×横約 280mm 

素材：マイクロファイバー 

 

 

 

 

 

 

● 【新作】 僕の心のヤバイやつ シャープペンシル 市川京太郎／山田杏奈／市川＆山田 総柄 ver. 

価格（税込） 各 \660 

 

「マンガクロス」にて好評連載中の『僕の心のヤバイやつ』から、シャ

ープペンシルが登場！ 

 

商品仕様 

サイズ：縦約 138mm×直径約 13mm 

素材：プラスチック、紙 

芯径：0.5mm 対応 

 

 

 

● 【新作】 僕の心のヤバイやつ スリムクリアボトル 

価格（税込） 各 \1,650 

 

「マンガクロス」にて好評連載中の『僕の心のヤバイやつ』から、スリ

ムクリアボトルが登場！ 

 

商品仕様 

サイズ：直径約 64mm×高さ約 188mm 

容量：500ml 

素材：PET、PP 

耐熱温度：60 度 

 

 

＜その他販売商品＞  

●僕の心のヤバイやつ B2 タペストリー 

山田杏奈 山田しか見えない ver.／山田杏奈 乳頭温泉 ver.／山田杏奈 ストレッチ ver.／山田杏奈 歯磨き ver.／山田

杏奈 自撮り ver. 



 

●僕の心のヤバイやつ クリアファイルセット 4 種 

 

●僕の心のヤバイやつ ビジュアルアクリルプレート 

山田杏奈 山田しか見えない ver.／山田杏奈 乳頭温泉 ver.／山田杏奈 ストレッチ ver.／山田杏奈 歯磨き ver.／山田

杏奈 自撮り ver. 

 

●僕の心のヤバイやつ ブランケット 

山田杏奈／市川＆山田 

 

●僕の心のヤバイやつ ラメ入りアクリルキーホルダー 

市川京太郎／山田杏奈／市川＆山田 

 

●僕の心のヤバイやつ アクリルキーホルダー 

市川京太郎／山田杏奈／山田杏奈 ビデオ通話 ver.／市川＆山田 

 

 

※フェア終了後にホビーストック WEB ショップなどで一般販売をいたします。詳細につきましては後日告知させていただきま

す。 

※販売する商品は十分な数量をご用意しておりますが、万が一売切れの際は何卒ご了承下さい。 

※販売する商品はゲーマーズ、ゲーマーズオンラインショップ、ホビーストック WEB ショップともに同じ商品の取り扱いがござ

いますが、各商品の在庫状況は各店舗毎に異なります。 

※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。 

 

 

■ 購入特典 

各店でのフェア期間中、ホビーストックが発売元の『僕の心のヤバイやつ』商品を税込 2,000 円お買上げごとに「2L 判ブロマ

イド（全 5 種）」をランダムで 1 枚プレゼントいたします。 

 

※特典のお渡しはランダムとなります。絵柄はお選びいただけません。 



※特典はなくなり次第終了となります。 

※ゲーマーズ、ゲーマーズオンラインショップ、ホビーストック WEB ショップともに同じ特典を配布いたしますが、特典の在庫

状況は各店舗毎に異なります。 

 

 

■ コピーライト 

©桜井のりお（秋田書店）2018 

 

 

 

≪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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