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株式会社ホビーストック企画商品 『ゆるキャン△ 缶バッジコレクション 「vol.2」／「vol.3」』 予約開始のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、本日 2 月 22 日より、弊社企画商品『ゆるキャン△ 缶バッジコレクション 「vol.2」／「vol.3」』の予約

受付を開始したことをお知らせいたします。 

全国のホビー・アニメショップ、WEB 通販サイトなどでお買い求めいただけます。 

また、ブラインドパッケージ仕様での販売の他、カプセル筐体でも発売いたします。 

 

なお、『ゆるキャン△ 缶バッジコレクション 「vol.2」／「vol.3」』につきましては、ゲーマーズ様各店にて 3 月中旬より先行販売を

予定しています。 

 

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://www.hobbystock.jp/ 

 

■ 『ゆるキャン△ 缶バッジコレクション 「vol.2」／「vol.3」』 商品詳細 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、缶バッジコレクション第二弾と第三弾

が登場！ 

ラインナップはそれぞれ全 12 種！直径 57mm のちょっと大きめの缶

バッジで存在感抜群です！ 

 

＜ラインナップ＞ 

vol.2 

・志摩リン A 

・志摩リン B 

・志摩リン C 

・志摩リン D 

・志摩リン E 

・志摩リン F 

・各務原なでしこ A 

・各務原なでしこ B 

・各務原なでしこ C 

・各務原なでしこ D 

・各務原なでしこ E 

・シークレット 

 

Vol.3 

・各務原なでしこ A 



・各務原なでしこ B 

・なでしこ＆リン A 

・各務原なでしこ C 

・なでしこ＆リン B 

・志摩リン A 

・斉藤恵那 

・志摩リン B 

・犬山あおい 

・大垣千明 

・野クル 

・シークレット 

 

※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。 

※ブラインドパッケージ仕様の商品です。 

※カプセル仕様の同一商品と併売となります。 

※弊社規定による 50 個入りアソート単位での販売となります。 

 

■ 商品仕様 

1BOX50 個入り 

vol.2 全 12 種（ノーマル 11 種+シークレット 1 種） 

vol.3 全 12 種（ノーマル 11 種+シークレット 1 種） 

ブラインドパッケージ 

サイズ：直径約 57mm 

素材：紙、スチール 

価格：1 ピース 278 円＋税 

 

■ 発売月 

2018 年 4 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップでの販売方法について 

1BOX50 個入りでの BOX 販売の他、ランダムで 1 個をお送りする単品販売を行います。 

単品販売の商品の中身は選べません。 

複数購入の場合、同じ種類が当たる可能性があります。何卒ご了承ください。 

 

＜BOX＞ 

ゆるキャン△ 缶バッジコレクション vol.2 50 個入り 1BOX （特典コースターCP 対象商品） 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003300 

ゆるキャン△ 缶バッジコレクション vol.3 50 個入り 1BOX （特典コースターCP 対象商品） 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003309 

 

＜単品＞ 

【単品】ゆるキャン△ 缶バッジコレクション vol.2 （特典コースターCP 対象商品） 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003299 

【単品】ゆるキャン△ 缶バッジコレクション vol.3 （特典コースターCP 対象商品） 



http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003308 

 

 

■ 「ゆるキャン△ ペーパーコースター（全 10 種/非売品）」プレゼントキャンペーン開催中！ 

ホビーストック WEB ショップで「ゆるキャン△」の商品を合計 500 円（税込）ご購入ごとに、「ゆるキャン△ ペーパーコースター

（全 10 種/非売品）」を 1 つプレゼント！！ 

 

＜対象商品＞ 

「ゆるキャン△」商品で商品名に（特典コースターCP 対象商品）が書

かれている商品が対象となります。 

・ゆるキャン△ B2 タペストリー 原作版(3 種) 

・ゆるキャン△ フリースブランケット 原作版(2 種) 

・ゆるキャン△ クリアファイルセット 原作版(2 種) 

・ゆるキャン△ アクリルキーホルダー(5 種) 

・ゆるキャン△ パスケース(4 種) 

・ゆるキャン△ 手帳型スマートフォンケース(4 種) 

・ゆるキャン△ 缶バッジコレクション(ランダム 11 種) 

・ゆるキャン△ 缶バッジコレクション vol.2(ランダム 12 種) 

・ゆるキャン△ 缶バッジコレクション vol.3(ランダム 12 種) 

 

＜キャンペーン条件＞ 

・1 回の出荷に含まれる対象商品の合計金額 500 円（税込）ごとに特典 1 個を同梱いたします。 

（例：対象商品合計金額 1,000 円（税込）の場合→特典 2 個） 

・全 10 種類がランダムで付属します。種類は選べません。 

・特典は充分な数を用意しておりますが、予定数に達した場合はキャンペーンが終了になります。予めご了承ください。 

 

＜注意事項＞ 

※対象商品は予約商品になります。発売月は商品詳細ページにてご確認ください。 

※配送料・代引手数料は、キャンペーン対象商品合計金額には入りません。 

※対象外の商品が注文に含まれていてもキャンペーン条件には問題ございません。 

 

 

■ 発売・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://www.hobbystock.co.jp/ 

 

■ コピーライト 

©あｆろ・芳文社／野外活動サークル 

 

 

 

 

 

 



 

 

≪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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