2014 年 4 月 25 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：support@hobbystock.jp

[SUPER COMIC CITY23]
CITY23] ホビーストック出展
ホビーストック出展情報公開
出展情報公開のお知らせ
情報公開のお知らせ
株式会社ホビーストックは、2014 年 5 月 3 日（土・祝)～5 月 4 日（日・祝）開催「SUPER COMIC CITY23」の出展情報を本日 4
月 25 日より公開しましたことをお知らせいたします。
株式会社ホビーストック コーポレートサイト ： http://hobbystock.co.jp/
SUPER COMIC CITY23 公式サイト ： https://www.akaboo.jp/event/0534super23.html
SUPER COMIC CITY23 ホビーストック出展情報 ： http://www.hobbystock.jp/sp/supercomiccity23/

■ ホビーストックブース情報
TV アニメ「Free!」より「figma 七瀬遙（彩色見本）」初展示！
Free!グッズ先行発売＆ホビーストック限定品の販売や、ダイヤの A グッズを会場先行販売いたします。
その他、女の子がときめくカワイイグッズが盛りだくさんです。
是非弊社ブースへお立ち寄りください！

＜展示・発表＞
展示・発表＞
【Free!】
Free!】
■ figma Free!シリーズ新商品情報公開
Free!シリーズ新商品情報公開
■ TV アニメ「Free!
アニメ「Free!」「
Free!」「figma
」「figma 七瀬 遙（彩色見本）」初展示
遙（彩色見本）」初展示
会場にてホビーストック特典を発表・展示し、価格、発売日などの最新情報を公開いたします。
※「figma 七瀬 遙」は受注期間中にホビーストック WEB ショップでご予約頂ければ必ず手に入ります！

■ 「アルタイル Free! 七瀬 遙、橘 真琴」最新情報公開！
真琴」最新情報公開！
発売月、ホビーストック購入特典を含む最新情報を公開！
※「アルタイル Free! 1/8 七瀬 遙、橘 真琴」は受注期間中にホビーストック WEB ショップでご予約頂ければ必ず手に入りま
す！

■ 「Free!」フィギュア最新情報フォローキャンペーン
Free!」フィギュア最新情報フォローキャンペーン
ホビーストック広報「まりえった」Twitter アカウントをフォローして、5/12 に発信する「アルタイル Free! 七瀬 遙」「橘 真琴」
に関する重要情報を受け取ろう！フォローしてくれた方には「ホビーストック特製ペーパーコースター（非売品）」をその場で
プレゼントいたします。

・Twitter の検索窓で「まりえった」で検索し、「まりえった @hs_marietta」をフォロー。
・ホビーストックブースにいる配布スタッフに「まりえった」Twitter アカウントのプロフィール画面をお見せください。
・「ホビーストック特製ペーパーコースター（非売品）」と 5/12 発信重要情報をゲット！
※既に「まりえった」Twitter アカウントをフォロー中の方でも参加可能ですので、事前のフォローをおすすめします。
※プレゼント品の「ホビーストック特製ペーパーコースター（非売品）」は第 1～3 弾、AGF2013 記念、合計 20 種の中からラン
ダムで 1 枚のお渡しとなります。
※5/12 の重要情報はツイートにて発信します。

【ダイヤの A】
■ 「ぴくりる！ダイヤの A トレーディングストラップ」イラスト公開！
「ダイヤの A」がぴくりる！ラバストで発売決定！イラストを会場で公開いたします。

＜販売＞
【Free!】
Free!】
■ ホビーストック特製 Free!コースター第
Free!コースター第 3 弾プレゼント
Free!グッズお買上げ 1 個につき、ホビーストック特製 Free!コースター第 3 弾をラ
ンダムで 1 枚プレゼントいたします。

■ 当たりクジ
当たりクジつき！「
クジつき！「ぴくりる！
つき！「ぴくりる！ Free！
Free！ トレーディングストラップ 2Fr」
2Fr」
「ぴくりる！ Free！ トレーディングストラップ 2Fr」を買って当たりが出たら「限定店
舗特典 遙エンディング ver.、真琴 エンディング ver.」を合わせてプレゼントいたしま
す。

■ 「Free!岩美町観光マップ」をプレゼント
Free!岩美町観光マップ」をプレゼント
Free!グッズお買い上げのお客様 1 人につき 1 枚「Free!岩美町観光マップ」をプレ
ゼントいたします。

■ Free!販売アイテム一覧
Free!販売アイテム一覧


Free! ゴーグルヘアゴム



Free! ポストカードセット C



Free! ポストカードセット D



Free! 木製岩鳶ちゃんチャーム



ぴくりる！ Free! マグネットブックマーカー 竜ヶ崎 怜＆葉月 渚



ぴくりる！ Free! マグネットブックマーカー 七瀬遙＆松岡凛



ぴくりる！ Free! マグネットブックマーカー 七瀬 遙＆橘 真琴



Free! 岩鳶ちゃん コンチョヘアゴム



Free! 岩鳶ちゃん ヘアゴム



Free！ アイラッシュケース 竜ヶ崎怜



Free！ アイラッシュケース 葉月渚



Free！ アイラッシュケース 松岡凛



Free！ アイラッシュケース 橘真琴



Free！ アイラッシュケース 七瀬遙



Free! ヘアポニー 竜ヶ崎怜



Free! ヘアポニー 葉月渚



Free! ヘアポニー 松岡凛



Free! ヘアポニー 橘真琴



Free! ヘアポニー 七瀬遙



ぴくりる！ Free！ トレーディングストラップ 2Fr 1PACK

【岩美町観光協会限定品】


Free! ポストカードセット vol.2（5 枚セット）



Free! ポストカードセット vol.1（5 枚セット）



Free! ファスナーアクセサリー 岩鳶ちゃん パンツなし Ver.

【ダイヤの A】
■ ダイヤの A 缶バッジコレクション
缶バッジコレクション vol.2 先行販売
シークレットを含む全 11 種。ガチャ 1 回 300 円

■ ダイヤの A 缶バッジコレクション vol1
vol1 販売
シークレットを含む全 11 種。ガチャ 1 回 300 円

■ 新商品 ダイヤの A 缶ミラー＆缶バッジ 先行販売
先行販売


ダイヤの A 缶バッジ・缶ミラーセット 沢村栄純



ダイヤの A 缶バッジ・缶ミラーセット 御幸一也



ダイヤの A 缶バッジ・缶ミラーセット 結城哲也

■ コピーライト
(C)おおじこうじ・京都アニメーション／岩鳶高校水泳部
(C)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤの A」製作委員会・テレビ東京

■ SUPER COMIC CITY23 情報
東京ビッグサイトの全館を使用し、2 日間にわたって開催される国内最大級の女性向けイベント！
企業、サークルの参加者により、さまざまな人気コンテンツの催しが行われます！
コスプレエリアもあるので、楽しめること間違いなし！
【開催日時】
2014 年 5 月 3 日（土・祝)～5 月 4 日（日・祝）
時間 10：00～15：00
【会場】
東京ビッグサイト 全館
(東京都江東区有明 3-11-1)
【ホビーストックブース】
東 5 ホール B3

≪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： support@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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