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初心者から本格派まで！便利機能を詰め込んだガラスのビーズアクセサリー DIY セット

プチっとビーズ / petit beads
▶発売開始日：2021 年 10 月 25 日

製品特徴

株式会社ハシートップイン 代表取締役：橋本貴裕
東京都墨田区東向島 6-55-13

初心者から本格派まで！あったらいいなを詰め込んだビーズ DIY セット！

petit beads
小さなビーズで作るアクセサリー DIY キット / Making accessories

プチっとビーズ

・デラックスセット
・スターターセット (� 種 )
・ビーズセット (� 種 )

株式会社ハシートップイン（本社所在地：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）では、
2021 年 10 月 25 日より、新シリーズ Favo creator（ファボクリエイター）第１弾で「プ
チっとビーズ（デラックスセット・スターターセット x3 種・ビーズセット x4 種）」を
発売しました。
ありそうでなかったビーズアクセサリーが作れる、便利機能盛り沢山のワークキット
の登場です！リングやブレスレット、ネックレスからマスククリップまで。ビーズアク
セサリー作家しのはらみわさん監修レシピ付きで、初めての方も安心＆小さなガラス
ビーズなので本格派にもおすすめ！あなただけのオリジナルアクセサリーを始めませ
んか？

SNS

人気高騰

韓国ドラマで人気出演者がビーズアクセサリーをつけていたことが
SNS で話題になり、
韓国を中心に日本でもブームが起きています。
Instagram の # ビーズアクセサリーはなんと投稿数 60 万件以上！！

ユーザーに合わせた 3 ラインナップをご用意！

デラックスセット

スターターセット 3 種

プチっとビーズの全てが詰まった、ビー
ズ制作にあったらいいな機能をふんだん
に詰め込みました。

アイシャドウパレットみたいなケース付
きでコンパクトに持ち運び OK ！各色に
合わせたビーズが 5 色入っています。

ビーズセット 4 種
作りたいアクセサリーに合わせ他パーツ
が付属！入門編にもおすすめのセット。
＜実際にプチっとビーズで作った作品例＞

▶極小ガラスビーズで本格派のきらめき！
今回メインのビーズには極小サイズのガラス製を採用。
安っぽくない本格派のアクセ
サリーが気軽に始められます。パターンを覚えればデザインは無限大。

デラックスセット
リングやブレスレット、ネックレスからマスククリップまで、4 種類のアクセサリーが
18 個作れます。

仕様

プチっとビーズ ( デラックスセット )
EX-3269
4535147749506
ワークボード・パレットケース・テグスホルダー・スティック：
ABS ミニケース：MABS / スティック先端：シリコーン / テ
グス：ナイロン ビーズ：ガラス・アクリル / マスククリップ ：
PP テグス留めクリップ：鉄 / ベルベットシート：PE・PU ジッ
パー袋：PET・PP / 鏡：PC
ワークボード : W218 D25 H176（mm）パレットケース :
本体サイズ：
W210 D69 H18（mm）
W269 D40 H230（mm）
PKG サイズ：
423g
商品重量：
アウターカートン： アウター W490 D279 H250（mm）12 個入
中国
生産国：
品名：
品番：
JAN：
材質 ：

▶弊社商品ページ：https://www.hashy-topin.com/ex-26300.html

スターターセット 3 種
リング・ブレスレット・マスククリップの 3 種類のアクセサリーが 10 個作れます。
ブルー

パープル

ピンク

（スターターセットはビーズ色のみ違う色で内容物は同じです。）

＜セット付属品内容＞
・パレットケース
・テグスホルダー
・ミニケース 5
・スティック＋先端粘土
・テグス 20m
・丸小ビーズ 5g 5 色
・アクセサリーパーツ ( 丸
6mm ビーズ 3・マスククリッ
プ 5）
・基本レシピ

仕様

プチっとビーズ ( スターターセット )
EX-3270/EX-3271/EX-3272
PL ピンク (EX-3270)：4535147749513
PP パープル (EX-3271)：4535147749520
BL ブルー（EX-3272）：4535147749537
パレットケース・テグスホルダー・スティック：ABS ミニケー
材質 ：
ス：MABS / スティック先端：シリコーン / テグス：ナイロン
ビーズ：ガラス・アクリル / マスククリップ ：PP / 鏡：PC
パレットケース : W210 D69 H18（mm）
本体サイズ：
W86 D23 H220＋25（mm）
PKG サイズ：
200g
商品重量：
アウターカートン： アウター W450 D286 H192（mm）48 個入
中国
生産国：
品名：
品番：
JAN：

▶弊社商品ページ：https://www.hashy-topin.com/petit.html

ビーズセット 4 種
リング・ブレスレット・ネックレス・マスククリップのそれぞれのアクセサリーが
作れます。
リングセット
プチっとビーズ ( ビーズセット・リング )
EX-3273
4535147749544
テグスホルダー：ABS ミニケース：MABS テグス：ナイ
ロン ビーズ：ガラス
テグスホルダー : W42 D11 H42（mm）
本体サイズ：
ミニケース : W27 D31 H10＋1（mm）
W65 D23 H170＋25（mm）
PKG サイズ：
75g
商品重量：
アウターカートン： アウター W350 D286 H280（mm）96 個入
中国
生産国：
品名：
品番：
JAN：
材質 ：

このセットでリングが約 17 個作れます

▶弊社商品ページ：https://www.hashy-topin.com/ex-26296.html

ブレスレットセット
プチっとビーズ ( ビーズセット・ブレスレット )
EX-3274
4535147749551
テグスホルダー：ABS ミニケース：MABS テグス：ナイ
ロン ビーズ：ガラス・アクリル
テグスホルダー : W42 D11 H42（mm）
本体サイズ：
ミニケース : W27 D31 H10＋1（mm）
W65 D23 H170＋25（mm）
PKG サイズ：
75g
商品重量：
アウターカートン： アウター W350 D286 H280（mm）96 個入
中国
生産国：
品名：
品番：
JAN：
材質 ：

このセットでブレスレットが約 3 個作れます

▶弊社商品ページ：https://www.hashy-topin.com/ex-26298.html

ネックレスセット
プチっとビーズ ( ビーズセット・ネックレス )
EX-3275
4535147749568
テグスホルダー：ABS ミニケース：MABS テグス：ナイ
ロン ビーズ：ガラス・アクリル
テグスホルダー : W42 D11 H42（mm）
本体サイズ：
ミニケース : W27 D31 H10＋1（mm）
W65 D23 H170＋25（mm）
PKG サイズ：
75g
商品重量：
アウターカートン： アウター W350 D286 H280（mm）96 個入
中国
生産国：
品名：
品番：
JAN：
材質 ：

このセットでネックレスが約 3 個作れます

マスククリップセット

このセットでマスククリップが約 5 個作れます

▶弊社商品ページ：https://www.hashy-topin.com/ex-26297.html

プチっとビーズ ( ビーズセット・マスククリップ )
EX-3276
4535147749575
テグスホルダー：ABS ミニケース：MABS テグス：ナイ
ロン ビーズ：ガラス
テグスホルダー : W42 D11 H42（mm）
本体サイズ：
ミニケース : W27 D31 H10＋1（mm）
W65 D23 H170＋25（mm）
PKG サイズ：
75g
商品重量：
アウターカートン： アウター W350 D286 H280（mm）96 個入
生産国 中国
生産国：
品名：
品番：
JAN：
材質 ：

▶弊社商品ページ：https://www.hashy-topin.com/ex-26299.html

取扱店舗

・大手雑貨専門店、量販店
・自社 EC サイト他
Web サイト：http://www.hashy-topin.com

公式 WEB にて
予約受付中！

会社情報
設立 2007 年
「生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ」
社名：株式会社ハシートップイン
所在地：東京都墨田区東向島 6-55-13
代表者：代表取締役

橋本貴裕

事業内容：玩具・雑貨の企画販売。キャラクター版権契約、管理業務
Web サイト：http://www.hashy-topin.com/

報道関係者様からのお問い合わせ先
株式会社ハシートップイン 担当：小島
〒131-0032 東京都墨田区東向島 6-55-13
TEL：03-3610-3435 FAX：03-3611-2526
Mail：kojima@hashy.com
Web：http://www.hashy.com

お客様からのお問い合わせ先
株式会社ハシートップイン お客様相談窓口
〒131-0032 東京都墨田区東向島 6-55-13
受付時間：10:00〜18:00
（土・日・祝日、および年末年始は除く）
TEL：03-3610-3435
Web：http://www.hashy-topin.com
※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点の情報です。
予告なしに内容が変更となる場合がございます。

