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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
「閃乱カグラ 未来 おっぱいマウスパッド＆抱き枕カバー」
おっぱいマウスパッド＆抱き枕カバー」
「ぴくりる！ 閃乱カグラ おっぱいクリーナー」
おっぱいクリーナー」
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 11 月 18 日より、弊社企画商品「閃乱カグラ 未来 おっぱいマウスパッド」「閃乱カ
グラ 未来 抱き枕カバー」「ぴくりる！ 閃乱カグラ おっぱいクリーナー」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/
■ 「閃乱カグラ 未来 おっぱいマウスパッド」商品説明
おっぱいマウスパッド」商品説明
「閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明-」か
ら、焔紅蓮隊（元秘立蛇女子学園）の「未来(みらい)」
が閃乱カグラおっぱいマウスパッドシリーズ第 9 弾とし
て登場！
もちろんキャラクターデザイン「八重樫南」氏による描
き下ろし！
未来のちっぱいサイズを新規に型を起こすことで再現
しました！
当社比約 0.3 ぱい(倍)！
12 月 28 日は未来の誕生日！
同時発売予定の「未来 抱き枕カバー」とあわせて誕
生日を祝おう！
■ 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：15 歳以上
原画：八重樫南
監修：高木謙一郎
税込み価格：4,200 円（税抜き価格 4,000 円）

■ 発売日
2013 年 12 月
■ コピーライト
(c)2013 MarvelousAQL Inc.

■ 「閃乱カグラ 未来 抱き枕カバー」商品説明
抱き枕カバー」商品説明
「閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明-」か
ら、焔紅蓮隊（元秘立蛇女子学園）の「未来(みらい)」
が閃乱カグラ抱き枕カバーシリーズ第 9 弾として登
場！
もちろんイラストはキャラクターデザイン「八重樫南」氏
による両面描き下ろし！
生地に A＆J 製最高級生地「ライクトロン(2WAY トリコ
ット)」を使用。
滑らかな肌触りで、最高のイラストを最高の生地でお
楽しみ頂けます！
12 月 28 日は未来の誕生日！
同時発売予定の「未来 おっぱいマウスパッド」とあわ
せて誕生日を祝おう！
■ 商品仕様
サイズ：縦約 160cm×横約 50cm
素材：ライクトロン(2way トリコット)
対象年齢：15 歳以上
原画：八重樫南
監修：高木謙一郎
税込み価格：12,600 円（税抜き価格 12,000 円）
■ 発売日
2013 年 12 月
■ コピーライト
(c)2013 MarvelousAQL Inc.

■ ホビーストック WEB ショップ購入特典企画
ショップ購入特典企画
マウスパッド購入特典
【フラットタイプクッション】
ホビーストック WEB ショップで購入された方に、マウスパッドの元となったイラスト
を使用した「フラットタイプクッション」が特典で付属します。
サイズ：310mm×310mm

抱き枕カバー購入特典
【マイクロファイバータオル】
ホビーストック WEB ショップで購入された方に、抱き枕のイラストをいつでも
楽しめる両面プリント仕様の「マイクロファイバータオル」が特典で付属しま
す。
サイズ：200mm×640mm
ホビーストック WEB ショップ商品ページ
【閃乱カグラ 未来 おっぱいマウスパッド】
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000550
【閃乱カグラ 未来 抱き枕カバー】
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000551

■ 「ぴくりる！ 閃乱カグラ おっぱいクリーナー」商品説明
おっぱいクリーナー」商品説明
TV アニメ「閃乱カグラ」の忍達が、ちっちゃキュートな
携帯クリーナーになって登場！
なんとおっぱい部分が立体的に盛り上がった、世界初
（？）の爆乳仕様！
コイルストラップが伸びて液晶を楽に拭き取ることがで
きます。
携帯ゲーム機などに取り付けて液晶をキレイに保と
う！
※「未来」のみ爆乳仕様ではございません。ご了承く
ださい。
※おっぱい部分で液晶画面を拭くことはできません。
※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございま
す。ご了承ください。
■ 商品仕様
全 10 種 ※1BOX のご購入で全 10 種揃います。
サイズ：縦約 63mm
素材：PVC
＜1 ピース＞
税込み価格：630 円（税抜き価格 600 円）
＜1BOX＞
税込み価格：6,300 円（税抜き価格 6,000 円）
＜ラインナップ＞
1.飛鳥 2.斑鳩 3.葛城 4.柳生 5.雲雀 6.焔 7.詠 8.日影 9.未来 10.春花

■ 発売日
2014 年 1 月
■ コピーライト
(C)MarvelousAQL/『閃乱カグラ』パートナーズ

■ BOX 購入特典企画
ホビーストックまたは一部店舗で BOX 購入された方にはもれなく、
「未来 ひろって下さい ver.」の携帯クリーナーが付属します。
ホビーストック WEB ショップ商品ページ
【ぴくりる！ 閃乱カグラ おっぱいクリーナー】
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000552

■ 発売元・販売元
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/

≪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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【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.

