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『はたらく細胞原画展』にて、ホビーストック企画商品各種 先行販売のお知らせ 

 

2019 年 10 月 9 日から 10 月 22 日まで松屋銀座 8 階イベントスクエアで開催される『はたらく細胞原画展 東京会場』にて、清

水茜先生の美麗な原画を使用した弊社企画商品各種の先行販売を行う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/ 

はたらく細胞原画展 公式サイト ： https://hatarakusaibou-ten.com/ 

 

 

■ イベント情報 

＜イベント名＞ はたらく細胞原画展 東京会場 

＜イベント開催日時＞ 2019 年 10 月 9 日（水）〜 10 月 22 日（祝・火） 

＜開催会場＞ 松屋銀座 8 階イベントスクエア （東京都中央区銀座３丁目６ー１） 

 

 

■ 先行販売商品 

● はたらく細胞 トレーディングミニ色紙 

価格：1 個 450 円+税／1BOX（12 個入り） 5,400 円+税 

 

【ラインナップ（全 12 種）】 

・赤血球 

・白血球（好中球） 

・血小板 

・キラーT 細胞 

・マクロファージ 

・ヘルパーT 細胞 

・制御性 T 細胞 

・樹状細胞 

・B 細胞 

・NK 細胞 

・好酸球 

・好塩基球 

 

 

● はたらく細胞 マイクロファイバースポーツタオル 

価格：各 3,000 円+税 



 

【ラインナップ（全 2 種）】 

はたらく細胞 マイクロファイバースポーツタオル 赤血球 

はたらく細胞 マイクロファイバースポーツタオル 白血球（好中球）

＆血小板 

 

 

● はたらく細胞 マルチクロス 

価格：各 700 円+税 

 

【ラインナップ（全 4 種）】 

はたらく細胞 マルチクロス 赤血球 

はたらく細胞 マルチクロス 白血球（好中球）＆血小板 

はたらく細胞 マルチクロス キラーT 細胞 

はたらく細胞 マルチクロス マクロファージ 

 

 

● はたらく細胞 クリアファイル 集合 

価格：400 円+税 

 

【ラインナップ（全 1 種）】 

はたらく細胞 クリアファイル 集合 

 

 

● はたらく細胞 下敷き 

価格：各 450 円+税 

 

【ラインナップ（全 3 種）】 

はたらく細胞 下敷き 集合 

はたらく細胞 下敷き 赤血球 

はたらく細胞 下敷き 白血球（好中球）＆血小板 

 

 

● はたらく細胞 パスケース 

価格：各 900 円+税 

 

【ラインナップ（全 12 種）】 

はたらく細胞 パスケース 赤血球 

はたらく細胞 パスケース 白血球（好中球） 

はたらく細胞 パスケース 血小板 

はたらく細胞 パスケース キラーT 細胞 

はたらく細胞 パスケース マクロファージ 

はたらく細胞 パスケース ヘルパーT 細胞 

はたらく細胞 パスケース 制御性 T 細胞 



はたらく細胞 パスケース 樹状細胞 

はたらく細胞 パスケース B 細胞 

はたらく細胞 パスケース NK 細胞 

はたらく細胞 パスケース 好酸球 

はたらく細胞 パスケース 好塩基球 

 

 

● はたらく細胞 スタンドミラー 

価格：各 900 円+税 

 

【ラインナップ（全 5 種）】 

はたらく細胞 スタンドミラー 赤血球 

はたらく細胞 スタンドミラー 白血球（好中球） 

はたらく細胞 スタンドミラー 血小板 

はたらく細胞 スタンドミラー キラーT 細胞 

はたらく細胞 スタンドミラー マクロファージ 

 

 

● はたらく細胞 定規 

価格：各 650 円+税 

 

【ラインナップ（全 5 種）】 

はたらく細胞 定規 赤血球 

はたらく細胞 定規 白血球（好中球） 

はたらく細胞 定規 血小板 

はたらく細胞 定規 キラーT 細胞 

はたらく細胞 定規 マクロファージ 

 

 

● はたらく細胞 ふせん 

価格：各 600 円+税 

 

【ラインナップ（全 3 種）】 

はたらく細胞 ふせん 赤血球 

はたらく細胞 ふせん 白血球（好中球） 

はたらく細胞 ふせん 血小板 

 

 

● はたらく細胞 フラットポーチ 

価格：各 1,500 円+税 

 

【ラインナップ（全 3 種）】 

はたらく細胞 フラットポーチ 赤血球 

はたらく細胞 フラットポーチ 白血球（好中球） 

はたらく細胞 フラットポーチ 血小板 



 

 

● はたらく細胞 ペンケース 

価格：各 1,500 円+税 

 

【ラインナップ（全 3 種）】 

はたらく細胞 ペンケース 赤血球 

はたらく細胞 ペンケース 白血球（好中球） 

はたらく細胞 ペンケース 血小板 

 

 

● はたらく細胞 マスク 

価格：各 600 円+税 

 

【ラインナップ（全 3 種）】 

はたらく細胞 マスク 赤血球 

はたらく細胞 マスク 白血球（好中球） 

はたらく細胞 マスク 血小板 

 

※医療用商品ではありません。医療用としてご使用の際は、専用のものをご購入ください。 

 

 

● はたらく細胞 歯ブラシ 

価格：各 600 円+税 

 

【ラインナップ（全 5 種）】 

はたらく細胞 歯ブラシ 赤血球 

はたらく細胞 歯ブラシ 白血球（好中球） 

はたらく細胞 歯ブラシ 血小板 

はたらく細胞 歯ブラシ キラーT 細胞 

はたらく細胞 歯ブラシ マクロファージ 

 

 

■ 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/ 

 

■ コピーライト 

©清水茜／講談社 

 

 

 

 



 

 

 

≪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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