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[コミックマーケット 94] ホビーストック出展＆販売情報公開のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、本日 7 月 20 日より、2018 年 8 月 10 日（金）～12 日（日）開催「コミックマーケット 94」の出展情報、

及び販売アイテム情報を公開しました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/ 

コミックマーケット公式サイト ： http://www.comiket.co.jp/ 

コミックマーケット 94 ホビーストック出展情報 ： http://www.hobbystock.jp/sp/cm94/ 

 

■ 出展概要 

＜イベント名＞コミックマーケット 94 

＜イベント開催日時＞2018 年 8 月 10 日（金）～12 日（日） 10:00～17:00（最終日は～16:00） 

＜開催会場＞東京ビッグサイト(東京国際展示場) 

＜ホビーストックブース番号＞西 4 階企業ブース No.3246 

 

■ 新作販売アイテム 

  ●やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 描き下ろし B2 タペストリー 雪乃＆結衣 ランジェリーver. 

販売価格(税込)￥3,000 

 

TV アニメ『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続』より「雪ノ下 雪乃」＆「由

比ヶ浜 結衣」の描き下ろしイラストを使用したホビーストック限定 B2 サイズタペス

トリー新作が発売決定！ 

 

■サイズ：B2 サイズ（縦 728mm×横 515mm) 

■素材：ポリエステルスエード 

■パイプ・紐付き 

 

 

●やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 描き下ろし等身大タペストリー 

雪ノ下雪乃 Y シャツ ver.／由比ヶ浜結衣 Y シャツ ver.／一色いろは Y シャツ ver. 

販売価格(税込)各￥9,000 

 

『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続』より描き下ろしイラストを使用した等身大タペストリーシリーズ新作が登場！ 

今回は殿方だれもが憧れるシチュエーション「素肌に Y シャツ！」&「朝、女の子が布団の上に乗って起こしてくれる！！」がコ

ンセプト！！ 

タペストリーを布団の上にくるように天井から吊るして飾れば、「雪乃」「結衣」「いろは」に朝、お腹の上に乗って起こしてもらう



疑似体験ができます！！ 

「由比ヶ浜結衣 Y シャツ ver.」「一色いろは Y

シャツ ver.」は「コミックマーケット 94」ホビース

トックブースにて会場購入特典付きで先行発

売！ 

 

■サイズ：縦約 100cm×横約 73cm 

■素材：ポリエステルスエード 

■パイプ・紐付き 

 

【コミックマーケット 94 会場購入特典】 

マイクロファイバータオル 

■サイズ：250mm×250mm 

 

 

  ●ブレンド・S 描き下ろし B2 タペストリー 苺香＆夏帆＆麻冬 

販売価格(税込)￥3,000 

 

TV アニメ『ブレンド・S』から、「桜ノ宮苺香」「日向夏帆」「星川麻冬」3 人のコ

ケティッシュなイラストを使用した B2 サイズのタペストリーが登場！ 

イラストはキャラクターデザインの奥田陽介氏描き下ろしです！ 

壁などに飾ってお楽しみ下さい！ 

 

■サイズ：B2 サイズ（縦 515mm×横 728mm) 

■素材：ポリエステルスエード 

■パイプ・紐付き 

 

 

  ●ブレンド・S 描き下ろしマイクロファイバースポーツタオル 桜ノ宮苺香／日向夏帆／星川麻冬 

販売価格(税込)各￥3,000 

 

TV アニメ『ブレンド・S』から、「桜ノ宮苺香」「日向夏帆」「星川麻冬」3 人のコ

ケティッシュなイラストを使用したスポーツタオルが登場！ 

イラストはキャラクターデザインの奥田陽介氏描き下ろしです！ 

 

■サイズ：縦約 900mm×横約 400mm 

■素材：マイクロファイバー(ポリエステル・コットン混紡) 

 

 

  ●ブレンド・S 描き下ろしクリアファイルセット 

販売価格(税込)￥1,000 

 

TV アニメ『ブレンド・S』から、「桜ノ宮苺香」「日向夏帆」「星川麻冬」3 人のコケティッシュなイ

ラストを使用したクリアファイル 3 枚セットが登場！ 



イラストはキャラクターデザインの奥田陽介氏描き下ろしです！ 

 

■サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

■素材：PP（ポリプロピレン） 

■クリアファイル 3 枚セット 

 

 

  ●ブレンド・S 描き下ろしデカアクリルキーホルダー 桜ノ宮苺香／日向夏帆／星川麻冬 

販売価格(税込)各￥1,000 

 

TV アニメ『ブレンド・S』から、「桜ノ宮苺香」「日向夏帆」「星川麻冬」3 人のコケティッシュなイラス

トを使用したアクリルキーホルダーが登場！ 

存在感抜群のビッグサイズ♪ 

イラストはキャラクターデザインの奥田陽介氏描き下ろしです！ 

 

■サイズ：縦約 100mm×横約 85mm 

■素材：アクリル、メタルパーツ 

 

 

  ●ブレンド・S 描き下ろし缶バッジセット 

販売価格(税込)￥1,000 

 

TV アニメ『ブレンド・S』から、「桜ノ宮苺香」「日向夏帆」「星川麻冬」3 人のコケティ

ッシュなイラストを使用した缶バッジ 3 個セットが登場！ 

直径 57mm のちょっと大きめの缶バッジで存在感抜群！ 

イラストはキャラクターデザインの奥田陽介氏描き下ろしです！ 

 

■3 個セット 

■サイズ：直径 57mm 

■素材：スチール 

 

 

  ●ブレンド・S 描き下ろしフルグラフィック T シャツ 桜ノ宮苺香／日向夏帆／星川麻冬 

販売価格(税込)各￥6,000 

 

TV アニメ『ブレンド・S』から、「桜ノ宮苺香」「日向夏帆」「星川麻冬」3 人のコケティッシュなイ

ラストを使用したフルグラフィック T シャツが登場！ 

イラストはキャラクターデザインの奥田陽介氏描き下ろしで

す！ 

 

※こちらの商品はフロントのみのプリントとなります。 

※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分に若干のカス

レやプリント切れが生じます。ご了承ください。 



※フリーサイズのみの販売となります  

 

■フリーサイズ（身ごろ約 54cm/着丈約 71cm/肩幅約 48 ㎝/袖丈約 21cm） 

■素材：ポリエステル 100％ 

■T シャツ本体カラー：ホワイト 

 

 

  ●NEW GAME!! 描き下ろし B2 タペストリー 青葉＆ひふみ ベビードール ver.／はじめ＆ゆん ベビードール ver. 

販売価格(税込)各￥3,000 

 

TV アニメ『NEW GAME!!』から、「青葉＆ひふみ」と

「はじめ＆ゆん」の可愛らしいベビードール衣装の

描き下ろしイラストを使用した B2 タペストリーが登

場！ 

 

■サイズ：B2 サイズ（縦 728mm×横 515mm) 

■素材：ポリエステルスエード 

■パイプ・紐付き 

 

 

  ●ゆるキャン△ 各務原なでしこ／志摩リン 添い寝抱き枕カバー 

販売価格(税込)各￥12,000 

 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、ソロキャンプのお供に最適な「各務原なでしこ」と「志摩リン」の添い寝抱き枕カバーが登場！ 

両面ともに新規にイラストを描き下ろし！表面は制服姿、裏面は寝起きで無防備な私服姿、両面で異なる添い寝シチュエー

ションをお楽しみいただけます！！ 

生地は最高の優美さを求めて開発された「アクアプレミア（2way トリコット）」を使用。 

「コミックマーケット 94」ホビーストックブースにて会場購入特典付きで先行発売！ 

 

■サイズ：縦約 160cm×横約 50cm 

■素材：アクアプレミア（2way トリコット） 

 

【コミックマーケット 94 会場購入特典】 

「A4 サイズ クリアファイル」 

 

■サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

■素材：PP（ポリプロピレン） 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ●結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章- 描き下ろし等身大タペストリー 鷲尾須美 

  ●結城友奈は勇者である -勇者の章- 描き下ろし等身大タペストリー 結城友奈/東郷美森 

販売価格(税込)各￥9,000 

 

『結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-/-勇者の章-』より、「鷲尾須美」、「結城友

奈」、「東郷美森」の描き下ろしイラストを使用した等身大タペストリーが登場！ 

 

・等身大タペストリー 

■サイズ：縦約 170cm×横約 65cm 

■素材：ポリエステルスエード 

■パイプ・紐付き 

 

【コミックマーケット 94 会場購入特典】 

・A4 サイズ クリアファイル 

 

・クリアファイル 

■サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイ

ズ用） 

■素材：PP（ポリプロピレン） 

 

 

  ●ゲゲゲの鬼太郎 ねこ娘 添い寝抱き枕カバー アクリルフィギュア付限定版 

販売価格(税込)￥13,500 

 

『ゲゲゲの鬼太郎』から、「ねこ娘 添い寝抱き枕カバー」に「アクリルフィギュア」が付いたホビーストック限定版が登場！ 

 

・ねこ娘 添い寝抱き枕カバー 

添い寝シチュエーションのイラストはこの商品のための

描き下ろし！ 

両面で異なる表情をみせるねこ娘をお楽しみいただけま

す！！ 

生地は最高の優美さを求めて開発された「アクアプレミア

（2way トリコット）」を使用。 

 

・アクリルフィギュア 

「ねこ娘 添い寝抱き枕カバー」の裏面のイラストを使用

したアクリルフィギュア！ 

机の上などに飾ってお楽しください！ 

 

・ねこ娘 添い寝抱き枕カバー 

■サイズ：縦約 160cm×横約 50cm 

■素材：アクアプレミア（2way トリコット） 

 

・アクリルフィギュア 



■サイズ 

本体：縦約 50mm×横約 142mm 

スタンド：縦約 30mm×横約 25mm 

■素材：アクリル 

 

 

■ その他販売アイテム 

  ●やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 描き下ろし B2 タペストリー 一色いろは 温泉 ver 

販売価格(税込)￥3,000 

 

  ●やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 クリアファイルセット vol.1/vol.2/vol.3 

販売価格(税込)各￥1,000 

 

  ●ゆるキャン△ 描き下ろし B2 タペストリー リン＆なでしこ 

販売価格(税込)￥3,000 

 

  ●宇宙よりも遠い場所 描き下ろし B2 タペストリー キマリ＆報瀬 

販売価格(税込)￥3,000 

 

 

■ コピーライト 

©渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。続 

©中山幸・芳文社／ブレンド・S 製作委員会 

©得能正太郎・芳文社／NEW GAME!!製作委員会 

©あｆろ・芳文社／野外活動サークル 

©2017 Project 2H 

©YORIMOI PARTNERS 

©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション 

 

 

 

≪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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