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株式会社ホビーストック企画商品「ワールドトリガー」トレーディングラバーストラップ、B2 タペストリー、携帯スト

ラップ、ブックカバー、クッションカバー各種 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 1 月 23 日より、弊社企画商品「ワールドトリガー トレーディングラバーストラップ」「ワールドト

リガー B2 タペストリー 風間＆太刀川」「ワールドトリガー 携帯ストラップ 風間蒼也／太刀川慶」「ワールドトリガー フルカラ

ーブックカバー 風間＆太刀川」「ワールドトリガー クッションカバー 風間＆太刀川」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/ 

ホビーストック WEB ショップ ： http://hobbystock.jp/ 

 

 

■ 「ワールドトリガー トレーディングラバーストラップ」商品説明 

TV アニメ『ワールドトリガー』のキャラクターたちがキュートなデフォ

ルメのトレーディングラバーストラップになりました。 

 

※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。 

 

＜ラインナップ＞ 

・遊真＆レプリカ 

・三雲 修 

・雨取 千佳 

・迅 悠一 

・嵐山 准 

・木虎 藍 

・三輪 秀次 

・米屋 陽介 

・風間 蒼也 

・シークレット 



 

■ 商品仕様 

全 10 種（ノーマル 9 種＋シークレット 1 種） 

※1BOX のご購入で全 10 種揃います。 

サイズ：縦約 80mm×横約 50mm(キャラによって若干異なります) 

素材：ソフト PVC（ラバー） 

付属品：イヤホンジャック（1 ピースに 1 個付属） 

価格：1 ピース 600 円＋税／1BOX 6,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 5 月 

 

■ BOX 購入特典企画 

ホビーストック Web ショップや一部店舗で購入された方にはもれなく、「空閑 遊真 

ボーダーver.」が特典で付属します。 

 

ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

【HS 特典付き】ワールドトリガー トレーディングラバーストラップ 10 個入り 1BOX 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00001059 

 

 

■ 「ワールドトリガー B2 タペストリー 風間＆太刀川」商品説明 

TV アニメ『ワールドトリガー』より、「風間蒼也＆太刀川慶」の描き下

ろし B2 サイズタペストリーが登場！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

素材：ポリエステルスエード 

サイズ：縦約 728mm×横約 515mm（B2 サイズ） 

パイプ・紐付き 

価格：3,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 3 月 

 

 



 

■ 「ワールドトリガー 携帯ストラップ 風間蒼也／太刀川慶」商品説明 

TV アニメ『ワールドトリガー』より、「風間蒼也」「太刀川慶」の携帯ス

トラップ 2 種類が登場です！ 

携帯電話にはもちろん、バッグやゲーム機、デジカメなどいろいろな

場所にとりつけよう！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

＜ラインナップ＞ 

ワールドトリガー 携帯ストラップ 風間蒼也 

ワールドトリガー 携帯ストラップ 太刀川慶 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 120mm×横約 20mm 

素材：布製 

価格：各 700 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 3 月 

 

 

■ 「ワールドトリガー フルカラーブックカバー 風間＆太刀川」商品説明 

TV アニメ『ワールドトリガー』より、「風間蒼也＆太刀川慶」のコミック

スサイズのブックカバーが登場！ 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 193mm×横約 362mm(コミックスサイズ用） 

素材：帆布 

印刷：フルカラー印刷 

価格：1,200 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 3 月 

 



 

■ 「ワールドトリガー クッションカバー 風間＆太刀川」商品説明 

TV アニメ『ワールドトリガー』より、「風間蒼也＆太刀川慶」のクッショ

ンカバーが登場！ 

生地には柔らかく弾力のある「スムースニット」を使用。肌触りにもこ

だわった、ワンランク上のクッションカバーです。 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 450mm×横約 450mm 

素材：スムースニット ファスナー付 

価格：3,000 円＋税 

 

■ 発売日 

2015 年 3 月 

 

 

■ コピーライト 

（C）葦原大介／集英社・テレビ朝日・東映アニメーション 

 

■ 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/ 

 

 

■ ホビーストック WEB ショップ通常の 10 倍ポイント還元！ 

ホビーストック WEB ショップで今回ご案内したアイテム各種をご購入いただくと、通常の 10 倍のホビーストックポイント（1pt=1

円）を商品出荷時に還元いたします。 

※トレーディングラバーストラップは対象外です。 

 

ホビーストック WEB ショップ商品ページ 

http://www.hobbystock.jp/groups?org%5B0%5D=2682&lcat=1 

 



 

 

≪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)2005-2015 HOBBY STOCK inc. 


