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株式会社ホビーストック企画商品株式会社ホビーストック企画商品株式会社ホビーストック企画商品株式会社ホビーストック企画商品    

「「「「朝まで授業朝まで授業朝まで授業朝まで授業 Chu! Chu! Chu! Chu! 弁法院パトリシア弁法院パトリシア弁法院パトリシア弁法院パトリシア    抱き枕カバー抱き枕カバー抱き枕カバー抱き枕カバー////マウスパッドマウスパッドマウスパッドマウスパッド 2222 種種種種」予約受付開始のお知らせ」予約受付開始のお知らせ」予約受付開始のお知らせ」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 6 月 27 日より、弊社企画商品「【HOBBY STOCK 限定】朝まで授業 Chu! 弁法院

パトリシア 抱き枕カバー」「朝まで授業 Chu! 弁法院パトリシア おっぱいマウスパッド」「朝まで授業 Chu! 弁法院

パトリシア ぷにＭマウスパッド」の予約受付を開始したことをお知らせいたします。 

抱き枕カバーはホビーストック WEB ショップ限定、マウスパッドにつきましては全国の玩具店、大手家電量販店、

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/ 

 

 

■ 「「「「【【【【HOBBY STOCKHOBBY STOCKHOBBY STOCKHOBBY STOCK 限定】朝まで授業限定】朝まで授業限定】朝まで授業限定】朝まで授業 Chu! Chu! Chu! Chu! 弁法院パトリシア弁法院パトリシア弁法院パトリシア弁法院パトリシア    抱き枕カバー抱き枕カバー抱き枕カバー抱き枕カバー」商品説明」商品説明」商品説明」商品説明    

コミックアライブ＆HOBBYSTOCK「朝まで授業 Chu!」抱き枕カバ

ー・立体マウスパッド連動企画第 4 弾！ 

4 ヶ月連続企画も今回でフィナーレ！！ 

月刊コミックアライブ連載中の「朝まで授業 Chu！」より、最後を

飾るヒロイン「弁法院パトリシア」が抱き枕カバーシリーズ第 4 弾

として登場です。 

今回も抱き枕カバーのイラストは「むにゅう」氏による両面描き下

ろし！ 

 

徐々に脱がされていき乱れたＹシャツとシーツの上の制服、 

はらりと脱がされたパンツとついに全裸にされてしまい恥ずかし

そうにお尻を向けるポーズ…と妄想を掻き立てる逸品となってお

ります！！ 

 

生地は人気の「AJ2WAY トリコット」を改良した、A＆J 製「ライクト

ロン(2WAY トリコット)」を使用。 

抱き枕向け最高生地で、滑らかな肌触りを堪能あれ！ 

 

■A＆J 製「ライクトロン(2WAY トリコット)」について 

伸縮性が高く、肌触りが非常に良く人気の「AJ2WAY トリコット」を

ベースに、さらに抱き枕向けに改良を加えた、抱き枕カバー向け

の最高生地です。 

「AJ2WAY トリコット」から下記の点が改善されています。 

・肌触りの良さを向上 

・髭やさかむけ等のひっかけによるダメージに若干強くなってい

る 

・「AJ2WAY トリコット」で感じた素材の冷たさがない 



 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

サイズ：160cm×50cm 

素材：ライクトロン(2WAY トリコット) 

対象年齢：18 歳以上推奨 

原画：むにゅう 

税込み価格：12,600 円（税抜き価格 12,000 円）  

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2013 年 8 月 

 

 

■ 「「「「朝まで授業朝まで授業朝まで授業朝まで授業 Chu! Chu! Chu! Chu! 弁法院パトリシア弁法院パトリシア弁法院パトリシア弁法院パトリシア    おっぱいマウスおっぱいマウスおっぱいマウスおっぱいマウスパッドパッドパッドパッド」商品説明」商品説明」商品説明」商品説明    

コミックアライブ＆HOBBYSTOCK「朝まで授業 Chu!」抱き

枕カバー・立体マウスパッド連動企画第 4 弾！ 

4 ヶ月連続企画も今回でフィナーレ！！ 

月刊コミックアライブ連載中の「朝まで授業 Chu!」より、最

後を飾るヒロイン「弁法院パトリシア」がおっぱいマウスパ

ッドシリーズ第 3 弾として登場です！！ 

今回ももちろんマウスパッドのイラストは「むにゅう」氏によ

る描き下ろし！ 

 

最後まで肌色成分フルスロットル！！だけどリボンだけは

はずせない！？ 

 

同時発売予定の「弁法院パトリシア ぷにＭマウスパッド」

もあわせてどうぞ！ 

 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

サイズ：縦約 260mm×横約 220mm 

素材仕様：PU・PVC・ジェル(パッド部) 

対象年齢：18 歳以上推奨 

原画：むにゅう 

税込み価格：4,200 円（税抜き価格 4,000 円）  

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2013 年 8 月 

 

■ ホビーストック購入特典企画ホビーストック購入特典企画ホビーストック購入特典企画ホビーストック購入特典企画    

ホビーストックで購入された方に、マウスパッドの元となったイラストを使

用した「複製サイン入り色紙」が特典で付属します。 

 

■サイズ：240mmx274mm 

 

※特典のデザインは仮のもので、予告なく変更される可能性がございま

す。ご了承ください 



 

■ 「「「「朝まで授業朝まで授業朝まで授業朝まで授業 Chu! Chu! Chu! Chu! 弁法院パトリシア弁法院パトリシア弁法院パトリシア弁法院パトリシア    ぷにＭマウスパッドぷにＭマウスパッドぷにＭマウスパッドぷにＭマウスパッド」商品説明」商品説明」商品説明」商品説明    

コミックアライブ＆HOBBYSTOCK「朝まで授業 Chu!」抱

き枕カバー・立体マウスパッド連動企画第 4 弾！ 

4 ヶ月連続企画も今回でフィナーレ！！ 

月刊コミックアライブ連載中の「朝まで授業 Chu!」より、

最後を飾るヒロイン「弁法院パトリシア」がぷにＭマウス

パッドシリーズ第 4 弾として登場です！！ 

今回ももちろんマウスパッドのイラストは「むにゅう」氏に

よる描き下ろし！ 

 

最後まで肌色成分フルスロットル！！身に付けるのはプ

レゼントはわたしとばかりに体にまかれたリボンだ

け！？ 

 

同時発売予定の「弁法院パトリシア おっぱいマウスパッ

ド」もあわせてどうぞ！ 

 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

サイズ：縦約 260mm×横約 220mm 

素材仕様：PU・PVC・ジェル(パッド部) 

対象年齢：18 歳以上推奨 

原画：むにゅう 

税込み価格：4,200 円（税抜き価格 4,000 円）  

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2013 年 8 月 

 

■ ホビーストック購入特典企画ホビーストック購入特典企画ホビーストック購入特典企画ホビーストック購入特典企画    

ホビーストックで購入された方に、マウスパッドの元となったイラストを使

用した「複製サイン入り色紙」が特典で付属します。 

 

■サイズ：240mmx274mm 

 

※特典のデザインは仮のもので、予告なく変更される可能性がございま

す。ご了承ください 

 

 

 

ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

【HOBBY STOCK 限定】朝まで授業 chu！弁法院パトリシア 抱き枕カバー 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000355 

【HS 購入特典付属】朝まで授業 Chu！ 弁法院パトリシア おっぱいマウスパッド 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000356 

【HS 購入特典付属】朝まで授業 Chu！ 弁法院パトリシア ぷに M マウスパッド 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000357 



    

■ 発売元・発売元・発売元・発売元・販売元販売元販売元販売元    

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/ 

 

■ コピーライトコピーライトコピーライトコピーライト    

(c)むにゅう・太田顕喜／メディアファクトリー 

 

 

 

 

 

≪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/ 
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(C)2005-2013 HOBBYSTOCK inc. 

 


