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株式会社ホビーストック企画商品 『ゆるキャン△×CAPTAIN STAG』 アルミキャンピングケットル、フードポット、林

間 兵式ハンゴー 予約受付開始のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、本日 9 月 17 日より、弊社企画商品『ゆるキャン△×CAPTAIN STAG アルミキャンピングケットル』

2 種、『ゆるキャン△×CAPTAIN STAG フードポット』2 種、『ゆるキャン△×CAPTAIN STAG 林間 兵式ハンゴー』2 種の予約

受付を、ホビーストック WEB ショップ限定で開始したことをお知らせいたします。 

また、『ゆるキャン△×CAPTAIN STAG トレッカー アルミソロクッカーセット 〈S〉』2 種、『ゆるキャン△ カトラリーセット 志摩リ

ン ver.』の再販分の予約受付を、ホビーストック WEB ショップ限定で開始いたしました。 

 

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「ゆるキャン△」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/yurucamp 

 

■ 『ゆるキャン△×CAPTAIN STAG アルミキャンピングケットル』2 種 商品詳細 

人気 TV アニメ『ゆるキャン△』と国内アウトドア用品メーカー『キャ

プテンスタッグ』のコラボ商品が登場！ 

ソロキャンプに最適なコンパクトサイズのアルミキャンピングケット

ルにゆるキャン△をイメージしたデザインの特別仕様！ 

「志摩リン」デザインモデルと「テント」デザインモデルの 2 種類を

発売！ 

 

軽量で熱伝導に優れたアルミ製クッカーの表面には、耐食性の高

い硬質アルマイト（陽極処理）済みです。 

 

＜ラインナップ＞ 

志摩リン ver. 

テント ver. 

 

※写真と実際の商品は多少異なる場合がございます。 

※数量に上限がございますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

製品サイズ：幅約 130mm×奥行約 150mm×高さ約 77mm（本体のみ） 

素材： 

本体：アルミニウム（アルマイト加工）（底の厚さ 0.8mm） 

つまみ・取っ手：ステンレス鋼、シリコーン 

重量：約 137g 



容量：約 700ml/適正容量：約 550ml 

原産国：中国 

価格：各 3,000 円＋税 

 

■ 発売月 

2020 年 11 月 

 

■ 商品ページ 

志摩リン ver.： http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005097 

テント ver.： http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005098 

 

 

■ 『ゆるキャン△×CAPTAIN STAG フードポット』2 種 商品詳細 

人気 TV アニメ『ゆるキャン△』と国内アウトドア用品メーカー『キャ

プテンスタッグ』のコラボ商品が登場！ 

真空二重構造で保温・保冷が可能なフードポットにゆるキャン△

をイメージしたデザインの特別仕様！ 

「志摩リン」デザインモデルと「テント」デザインモデルの 2 種類を

発売！ 

 

取り扱いが簡単なスクリュー栓で、持ち運びに便利なハンドル付

きです。 

 

＜ラインナップ＞ 

志摩リン ver. 

テント ver. 

 

※写真と実際の商品は多少異なる場合がございます。 

※数量に上限がございますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

製品サイズ：外径約 90mm×高さ約 108mm 

素材： 

内びん：ステンレス銅、胴部：ステンレス銅（アクリル樹脂塗装） 

口金：ステンレス銅 

ふた栓：内側＝ポリプロピレン、外側・ハンドル＝ステンレス銅 

パッキン・弁パッキン：シリコーンゴム 

容量：約 280ml 

保温効力：58 度以上（6 時間）/保冷効力：13 度以下（6 時間） 

原産国：中国 

価格：各 3,000 円＋税 

 

■ 発売月 

2020 年 11 月 

 



■ 商品ページ 

志摩リン ver.： http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005099 

テント ver.： http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005100 

 

 

■ 『ゆるキャン△×CAPTAIN STAG 林間 兵式ハンゴー』2 種 商品詳細 

人気 TV アニメ『ゆるキャン△』と国内アウトドア用品メーカー『キャ

プテンスタッグ』のコラボ商品が登場！ 

キャンプでご飯を炊く際の定番アイテムの飯ごうにゆるキャン△を

イメージしたデザインの特別仕様！ 

「志摩リン」デザインモデルと「テント」デザインモデルの 2 種類を

発売！ 

 

兵式と呼ばれる曲がった扁平な形で、耐久性に優れたエポキシ

樹脂塗装、最大 4 合炊きまで対応しています。 

 

＜ラインナップ＞ 

志摩リン ver. 

テント ver. 

 

※写真と実際の商品は多少異なる場合がございます。 

※数量に上限がございますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

製品サイズ：幅約 180mm×奥行約 110mm×高さ 135mm 

素材： 

本体・中ふた・ふた：アルミニウム（底の厚さ：0.7mm) 

（表面加工：アルマイト加工、エポキシ樹脂塗装） 

フックハンドル：鉄（エポキシ樹脂塗装） 

重量：約 340g 

容量：約 2.2l(炊量：4 合) 

原産国：中国 

価格：各 3,800 円＋税 

 

■ 発売月 

2020 年 11 月 

 

■ 商品ページ 

志摩リン ver.： http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005101 

テント ver.： http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005102 

 

 

 

 

 



■ 『【再販】ゆるキャン△×CAPTAIN STAG トレッカー アルミソロクッカーセット 〈S〉』2 種 商品詳細 

人気 TV アニメ『ゆるキャン△』と国内アウトドア用品メーカー『キャ

プテンスタッグ』のコラボ商品が再販決定！ 

 

軽量で熱伝導に優れたアルミ製ソロクッカーセットにゆるキャン△

をイメージしたデザインの特別仕様！ 

「志摩リン」デザインモデルと「テント」デザインモデルの 2 種類を

発売！ 

 

クッカー表面には耐食性の高い硬質アルマイト加工（陽極処理）

済みで調理に便利な目盛り付きで、持ち運びに便利な収納バッグ

も付属。 

 

＜ラインナップ＞ 

志摩リン ver. 

テント ver. 

 

※写真と実際の商品は多少異なる場合がございます。 

※数量に上限がございますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

セット内容：ポット（片手鍋）×1、ミニポット（ふた）×1 

製品サイズ：ポット（片手鍋）：外径約 107mm×高さ約 85mm（本体のみ）、 

ミニポット（ふた）：外径約 102mm×高さ約 47mm（本体のみ） 

収納サイズ：外径約 111mm×高さ約 128mm 

重量：約 220g 

素材：本体：アルミニウム（表面加工：アルマイト）（底の厚さ約 1.2mm）、 

取っ手：ステンレス鋼・シリコーン、収納バッグ：ポリエステル 

寸法：約 90mm 

満水容量：ポット（片手鍋）：0.64L、ミニポット（ふた）：0.35L 

原産国：中国 

価格：各 4,500 円＋税 

 

■ 発売月 

2020 年 11 月 

 

■ 商品ページ 

志摩リン ver.： http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005104 

テント ver.： http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005105 

 

 

 

 

 

 



■ 『【再販】ゆるキャン△ カトラリーセット 志摩リン ver.』商品詳細 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、「カトラリーセット 志摩リン ver.」が再

販決定！ 

志摩リンの顔アイコンのデザインがレーザー加工で彫り込まれたステ

ンレス製のナイフ・フォーク・スプーンの 3 点セット！ 

便利な機能として、ナイフの刃の根元部分は栓抜きとしても使用可

能！ 

すっきりと 1 つにまとめることができコンパクトで携帯性に優れキャン

プで大活躍！！ 

 

※写真と実際の商品は多少異なる場合がございます。 

※数量に上限がございますので、無くなり次第終了となります。予め

ご了承ください。 

 

■ 商品仕様 

ナイフ・フォーク・スプーン 3 点セット 

サイズ：縦約 163mm×横約 36mm 

素材：ステンレス 

価格：1,800 円＋税 

 

■ 発売月 

2020 年 11 月 

 

■ 商品ページ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005103 

 

 

 

 

■ 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／野外活動委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

≪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)2005-2020 HOBBY STOCK inc. 


