
2022 年 2 月 24 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 『映画 五等分の花嫁』 B2 タペストリー、アクリルフィギュア、アクリルキー

ホルダー、マイクロファイバースポーツタオル、マルチクロス 予約受付開始のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、2022 年 2 月 24 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。 

『映画 五等分の花嫁 B2 タペストリー ウェディングドレス ver.』5 種 

『映画 五等分の花嫁 アクリルフィギュア ウェディングドレス ver.』5 種 

『映画 五等分の花嫁 アクリルキーホルダー ウェディングドレス ver.』5 種 

『映画 五等分の花嫁 マイクロファイバースポーツタオル ウェディングドレス ver.』5 種 

『映画 五等分の花嫁 マルチクロス ウェディングドレス ver.』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 ： https://www.hobbystock.jp/ 

 

 

■ 『映画 五等分の花嫁 B2 タペストリー ウェディングドレス ver.』5 種 商品説明 

映画『五等分の花嫁』から、「一花」「二乃」「三玖」「四葉」「五月」の

ウェディングドレス姿のイラストを使用した、イラストを大迫力で堪能

できる B2 サイズのタペストリーが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

中野一花 ウェディングドレス ver. 

中野二乃 ウェディングドレス ver. 

中野三玖 ウェディングドレス ver. 

中野四葉 ウェディングドレス ver. 

中野五月 ウェディングドレス ver. 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 728mm×横約 515mm（B2 サイズ） 

素材：ポリエステルスエード 

パイプ・紐付き 

価格：各 3,300 円（税込） 

 



■ 発売日 

2022 年 4 月 

 

 

■ 『映画 五等分の花嫁 アクリルフィギュア ウェディングドレス ver.』5 種 商品説明 

映画『五等分の花嫁』から、「一花」「二乃」「三玖」「四葉」「五月」の

ウェディングドレス姿のイラストを使用した机や棚に飾って楽しめる

アクリルフィギュアが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

中野一花 ウェディングドレス ver. 

中野二乃 ウェディングドレス ver. 

中野三玖 ウェディングドレス ver. 

中野四葉 ウェディングドレス ver. 

中野五月 ウェディングドレス ver. 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ： 

・中野一花：縦約 94mm×横約 88mm 

・中野二乃：縦約 94mm×横約 88mm 

・中野三玖：縦約 94mm×横約 88mm 

・中野四葉：縦約 94mm×横約 88mm 

・中野五月：縦約 97mm×横約 88mm 

素材：アクリル 

付属品：台座 

価格：各 1,650 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 4 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『映画 五等分の花嫁 アクリルキーホルダー ウェディングドレス ver.』5 種 商品説明 

映画『五等分の花嫁』から、「一花」「二乃」「三玖」「四葉」「五月」の

ウェディングドレス姿のイラストを使用したアクリルキーホルダーが

登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

中野一花 ウェディングドレス ver. 

中野二乃 ウェディングドレス ver. 

中野三玖 ウェディングドレス ver. 

中野四葉 ウェディングドレス ver. 

中野五月 ウェディングドレス ver. 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ： 

・中野一花：縦約 65mm×横約 61mm 

・中野二乃：縦約 65mm×横約 61mm 

・中野三玖：縦約 63mm×横約 61mm 

・中野四葉：縦約 64mm×横約 61mm 

・中野五月：縦約 67mm×横約 61mm 

素材：アクリル、メタルパーツ 

価格：各 660 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 4 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『映画 五等分の花嫁 マイクロファイバースポーツタオル ウェディングドレス ver.』5 種 商品説明 

映画『五等分の花嫁』から、「一花」「二乃」「三玖」「四葉」「五月」の

ウェディングドレス姿のイラストを使用したマイクロファイバースポー

ツタオルが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

中野一花 ウェディングドレス ver. 

中野二乃 ウェディングドレス ver. 

中野三玖 ウェディングドレス ver. 

中野四葉 ウェディングドレス ver. 

中野五月 ウェディングドレス ver. 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 900mm×横約 400mm 

素材：マイクロファイバー 

価格：各 3,300 円（税込） 

 

■ 発売日 

2022 年 4 月 

 

 

■ 『映画 五等分の花嫁 マルチクロス ウェディングドレス ver.』5 種 商品説明 

映画『五等分の花嫁』から、「一花」「二乃」「三玖」「四葉」「五月」の

ウェディングドレス姿のイラストを使用したマルチクロスが登場！ 

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＞ 

中野一花 ウェディングドレス ver. 

中野二乃 ウェディングドレス ver. 

中野三玖 ウェディングドレス ver. 

中野四葉 ウェディングドレス ver. 

中野五月 ウェディングドレス ver. 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 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 770 円（税込） 

 



■ 発売日 

2022 年 4 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／映画「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)2005-2022 HOBBY STOCK inc. 


