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[コミックマーケット 95] 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 12 月 14 日より、2018 年 12 月 29 日（土）～31 日（月）開催「コミックマーケット 95」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 95 ホビーストック出展情報 ： http://www.hobbystock.jp/sp/cm95/ 

 

 

■ 出展概要 

＜イベント名＞コミックマーケット 95 

＜イベント開催日時＞2018 年 12 月 29 日（土）～31 日（月） 10:00～17:00（ 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.3244 

 

■ 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 くろタイツ ver.／一色いろは くろタイツ ver. 

販売価格(税込) ：各￥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」、「一色いろは」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 フリースブランケット 雪乃＆結衣 ランジェリーver. 

販売価格(税込) ：￥5,000 

 

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、フリースブランケット

新作が登場！ 

表は抱き枕カバーなどにも使われる 2way トリコット生地にイラストをプリントしており

発色が良く高クオリティ！裏は毛足が長くあたたかなフリース素材仕様です！ 

 

■サイズ：縦約 900mm×横約 650mm 

■素材：［表］2way トリコット/［裏］フリース（ホワイト） 

 

 

  ●やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 お風呂ポスターセット 

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」、「一色いろは」の入浴シーンイラストを使用

した B2 サイズのお風呂ポスターセットが登場！ 

窓やユニットバスの壁面など鏡面であれば水だけで簡単に貼れて、

何度でも貼り替えることが出来ます。 

 

■サイズ：B2 サイズ（縦約 728mm×横約 515mm） 

■素材：ユポ紙 

■2 枚組 

 

 

  ●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.4／vol.5 

販売価格(税込) ： 各￥1,000 

 

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」「一色いろは」のクリアファイルセットの新作が登場！ 

 

■素材：PP（ポリプロピレン） 

■サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

■クリアファイル 3 枚セット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ●【先行販売】 刀使ノ巫女 描き下ろし等身大タペストリー 衛藤可奈美／十条姫和／燕結芽 

販売価格(税込) ：各￥9,000 

 

TV アニメ『刀使ノ巫女』より、「衛藤可奈美」、「十条

姫和」、「燕結芽」の水着姿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！ 

 

【購入特典】 

・A4 サイズ クリアファイル(3 種) 

「コミックマーケット 95」ホビーストックブースにて購入

された方に、等身大タペストリーの描き下ろしイラス

トを使用した「A4 サイズ クリアファイル」が特典で 1

枚付属します。 

特典は購入したタペストリーと同じキャラクターのも

のが付属いたします。 

 

・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 

 

・特典クリアファイル 

■サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

■素材：PP（ポリプロピレン） 

 

 

  ●刀使ノ巫女 クリアファイルセット 

販売価格(税込) ：￥1,000 

 

TV アニメ『刀使ノ巫女』より、刀使たちのイラストを多数使用した A4 サイズのクリア

ファイル 3 枚セットが登場！ 

 

■素材：PP（ポリプロピレン） 

■サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

■クリアファイル 3 枚セット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ●【先行販売】 きんいろモザイク Pretty Days 描き下ろし等身大タペストリー アリス・カータレット／九条カレン 

販売価格(税込) ：各￥9,000 

 

『きんいろモザイク Pretty Days』より、「アリス・カータレット」、

「九条カレン」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！ 

華やかなアイドル衣装の「アリス」と「カレン」が可愛さ満載

でお送りします！ 

 

【購入特典】 

・A4 サイズ クリアファイル(2 種) 

「コミックマーケット 95」ホビーストックブースにて購入された

方に、等身大タペストリーの描き下ろしイラストを使用した

「A4 サイズ クリアファイル」が特典で 1 枚付属します。 

特典は購入したタペストリーと同じキャラクターのものが付

属いたします。 

 

・等身大タペストリー 

■サイズ：縦約 160cm×横約 95cm 

■素材：ポリエステルスエード 

■パイプ・紐付き 

 

・特典クリアファイル 

■サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

■素材：PP（ポリプロピレン） 

 

・スタッフ 

原画：植田和幸 

仕上げ：村口美保 

撮影：熊澤祐哉 

 

 

  ●Re:ゼロから始める異世界生活 フリースブランケット ラム＆レム 

販売価格(税込) ：￥5,000 

 

『Re:ゼロから始める異世界生活』から、ラムとレムの可愛いイラストを使用したフリ

ースブランケット新作が登場！ 

表は抱き枕カバーなどにも使われる 2way トリコット生地にイラストをプリントしており

発色が良く高クオリティ！裏は毛足が長くあたたかなフリース素材仕様です！ 

 

■サイズ：縦約 900mm×横約 650mm 

■素材：［表］2way トリコット/［裏］フリース（ホワイト） 

 

 

 



  ●オーバーロードⅢ クリアファイルセット エンディング ver. 

販売価格(税込) ：￥1,000 

 

TV アニメ『オーバーロードⅢ』より、エンディングイラストを多数使用した A4 サイズの

クリアファイル 3 枚セットが登場！ 

 

■素材：PP（ポリプロピレン） 

■サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

■クリアファイル 3 枚セット 

 

 

  ●【先行販売】 A.I.C.O. Incarnation 描き下ろし等身大タペストリー 橘アイコ 

販売価格(税込) ：￥9,000 

 

Netflix で配信中のアニメ『A.I.C.O. Incarnation』から、キ

ャラクター原案「鳴子ハナハル先生」の描き下ろしイラス

トを使用した「橘アイコ」の等身大タペストリーが登場！ 

壁などに飾ってお楽しみ下さい！ 

 

【購入特典】 

・複製サイン入り色紙 

「コミックマーケット 95」ホビーストックブースにて購入さ

れた方に、等身大タペストリーの描き下ろしイラストを使

用した「鳴子ハナハル先生複製サイン入り色紙」が特典

で付属します。 

 

・等身大タペストリー 

■サイズ：縦約 860mm×横約 740mm 

■素材：ポリエステルスエード 

■パイプ・紐付き 

 

・特典色紙 

■サイズ：縦約 272mm×横約 242mm 

■素材：紙 

 

 

■ その他販売アイテム 

  ●ガールズ＆パンツァー 終章 描き下ろし B2 タペストリー 笠間焼、紹介します！ 

販売価格(税込) ：￥3,000 

 

  ●【再販】 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 

 

 

 



■ 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 

©伍箇伝計画／刀使ノ巫女製作委員会 

©原悠衣・芳文社／きんいろモザイク Pretty Days 製作委員会 

©長月達平・株式会社 KADOKAWA 刊／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 

©丸山くがね・ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊／オーバーロード 3 製作委員会 

©BONES／Project A.I.C.O. 

©GIRLS und PANZER Finale Projekt 

 

 

 

≪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)2005-2018 HOBBYSTOCK inc. 


