
2014 年 5 月 14 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「「「「ディアボリックラヴァーズモアブラッドディアボリックラヴァーズモアブラッドディアボリックラヴァーズモアブラッドディアボリックラヴァーズモアブラッド」」」」グッズグッズグッズグッズ 20202020 種種種種    予約受付開始予約受付開始予約受付開始予約受付開始のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

 

株式会社ホビーストックは、本日 5 月 14 日より、弊社企画商品「DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD（ディアボリックラヴァーズ

モアブラッド）」グッズ 20 種の予約受付を開始したことをお知らせいたします。 

「DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD アイラッシュケース」5 種 

「DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD キラキラ☆ゴムブレス」10 種 

「DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD マグネットブックマーカー」5 種 

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/ 

 

 

■ 「「「「DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD アイラッシュケースアイラッシュケースアイラッシュケースアイラッシュケース」」」」5555 種種種種    商品説明商品説明商品説明商品説明    

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD（ディアボリックラヴァーズモアブラッド）から、

可愛いディフォルメイラストを使用したアイラッシュ（つけまつげ）ケースが登場

です。 

デリケートなつけまつげの折れを防ぎ、美しい状態をキープします。 

持ち歩きにも最適なコンパクトサイズで、ピルケースとしても使用できます。 

 

＜ラインナップ＞ 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD アイラッシュケース アヤト＆シュウ 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD アイラッシュケース カナト＆ライト 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD アイラッシュケース レイジ＆スバル 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD アイラッシュケース ルキ＆アズサ 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD アイラッシュケース コウ＆ユーマ 

 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

サイズ：縦約 40mm×横約 55mm×高さ約 15mm 

素材：スチール・ABS・ラインストーン 

ミラー付き 

価格：各 1,200 円＋税 

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2014 年 8 月予定 

 



 

■ 「「「「DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD キラキラキラキラキラキラキラキラ☆☆☆☆ゴムブレスゴムブレスゴムブレスゴムブレス」」」」10101010 種種種種    商品説明商品説明商品説明商品説明    

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD（ディアボリックラヴァーズモアブラッド）のキ

ャラクターたちをイメージしたキラキラ☆ゴムブレスの登場です。 

キラリと光るゴージャスなビジューが可愛いトレンドなゴムブレスレット。 

ボリュームたっぷりなルックスで、コーデをブラッシュ UP！ 

普段使いできる可愛いアクセサリーです。 

 

＜ラインナップ＞ 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD キラキラ☆ゴムブレス 逆巻アヤト 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD キラキラ☆ゴムブレス 逆巻カナト 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD キラキラ☆ゴムブレス 逆巻ライト 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD キラキラ☆ゴムブレス 逆巻シュウ 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD キラキラ☆ゴムブレス 逆巻レイジ 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD キラキラ☆ゴムブレス 逆巻スバル 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD キラキラ☆ゴムブレス 無神ルキ 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD キラキラ☆ゴムブレス 無神コウ 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD キラキラ☆ゴムブレス 無神ユーマ 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD キラキラ☆ゴムブレス 無神アズサ 

 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

サイズ：ビジュー部分約 50mm ゴムバンド部分フリーサイズ 

材質：合金 プラスチック 

MADE IN CHINA 

価格：各 1,500 円＋税 

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2014 年 8 月予定 

 

 

■ 「「「「DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD マグネットブックマーカーマグネットブックマーカーマグネットブックマーカーマグネットブックマーカー」」」」5555 種種種種    商品説明商品説明商品説明商品説明    

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD（ディアボリックラヴァーズモアブラッド）から、

マグネットブックマーカーが登場です。読みかけの文庫本やコミックスのページ

を磁力でぴたっとはさめます。 

 

＜ラインナップ＞ 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD マグネットブックマーカー アヤト＆シュウ 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD マグネットブックマーカー カナト＆ライト 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD マグネットブックマーカー レイジ＆スバル 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD マグネットブックマーカー ルキ＆アズサ 

DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD マグネットブックマーカー コウ＆ユーマ 

 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

サイズ：縦約 120mm×横約 20mm 

素材：マグネット、紙 

ブックマーカー2 枚入り 

価格：各 500 円＋税 

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2014 年 8 月予定    



    

■ 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)Rejet / IDEA FACTORY 

 

 

■ ホビーストックホビーストックホビーストックホビーストック WWWWEBEBEBEB ショップショップショップショップ購入特典購入特典購入特典購入特典    

ホビーストック WEB ショップで購入された方には特典が付属します。 

特典の詳細は決定次第発表いたします。 

 

＜商品ページ＞ 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド アイラッシュケース アヤト＆シュウ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000680 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド アイラッシュケース カナト＆ライト 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000681 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド アイラッシュケース レイジ＆スバル 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000682 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド アイラッシュケース ルキ＆アズサ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000683 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド アイラッシュケース コウ＆ユーマ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000684 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド キラキラ☆ゴムブレス 逆巻アヤト 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000665 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド キラキラ☆ゴムブレス 逆巻カナト 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000666 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド キラキラ☆ゴムブレス 逆巻ライト 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000667 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド キラキラ☆ゴムブレス 逆巻シュウ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000668 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド キラキラ☆ゴムブレス 逆巻レイジ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000669 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド キラキラ☆ゴムブレス 逆巻スバル 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000670 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド キラキラ☆ゴムブレス 無神ルキ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000671 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド キラキラ☆ゴムブレス 無神コウ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000672 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド キラキラ☆ゴムブレス 無神ユーマ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000673 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド キラキラ☆ゴムブレス 無神アズサ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000674 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッド マグネットブックマーカー アヤト＆シュウ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000675 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッドマグネットブックマーカー カナト＆ライト 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000676 



ディアボリックラヴァーズ モアブラッドマグネットブックマーカー レイジ＆スバル 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000677 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッドマグネットブックマーカー ルキ＆アズサ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000678 

ディアボリックラヴァーズ モアブラッドマグネットブックマーカー コウ＆ユーマ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000679 

 

 

 

 

 

 

≪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)2005-2014 HOBBY STOCK inc. 

 


