2020 年 10 月 8 日

メディア関係者各位

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
E-mail：ws@hobbystock.jp

「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 総武高校奉仕部模擬店」事後通販のお知らせ
株式会社ホビーストックは、2020 年 10 月 8 日（木）正午より、期間限定ショップ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完
総武高校奉仕部模擬店」にて販売いたしました一部商品につきまして、ホビーストック WEB ショップにて事後通販を行います。

・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろし B1 タペストリー 雪乃＆結衣＆いろは ドレス ver.
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろし B2 タペストリー 3 種
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 描き下ろしアクリルフィギュア 3 種／アクリルフィギュア 6 種
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 描き下ろし 76mm 缶バッジ 3 種／76mm 缶バッジ 6 種
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろしミニ色紙 3 種
・やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ マイクロファイバースポーツタオル 3 種
・【再販】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 描き下ろし B2 タペストリー 15 種

・注文受付期間：2020 年 10 月 8 日(木）12：00～2020 年 10 月 29 日(木）23：59 まで
受注生産でのご注文受付となります。受付期間終了後のご注文は承れません。予めご了承ください。
・お届け時期：2020 年 12 月より出荷予定
・銀行振り込みでご注文の場合のご入金期限は、2020 年 10 月 29 日（木）12 時までとさせていただきます。

株式会社ホビーストック コーポレートサイト ： http://hobbystock.co.jp/
「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」アイテム特集ページ ： http://www.hobbystock.jp/sp/sm/oregairu/

■ 『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろし B1 タペストリー 雪乃＆結衣＆いろは ドレス ver.』
商品説明
TV アニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」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
使用した大迫力サイズの B1 タペストリーが発売決定！

※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。

■ 商品仕様
サイズ：縦約 103cm×横約 72.8cm（B1 サイズ）
素材：ポリエステルスエード
パイプ・紐付き
価格：6,000 円＋税

■ 発売日
2020 年 12 月

■ 商品ページ
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005177

■ 『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろし B2 タペストリー』3 種 商品説明
TV アニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完」より、「雪ノ
下雪乃」「由比ヶ浜結衣」「一色いろは」3 人の描き下ろしイラストを使
用した B2 タペストリーが発売決定！

＜ラインナップ＞
雪ノ下雪乃 ドレス ver.
由比ヶ浜結衣 ドレス ver.
一色いろは ドレス ver.

※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。

■ 商品仕様
サイズ：縦約 728mm×横約 515mm（B2 サイズ）
素材：ポリエステルスエード
パイプ・紐付き
価格：各 3,000 円＋税

■ 発売日
2020 年 12 月

■ 商品ページ

【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろし B2 タペストリー 雪ノ下雪乃 ドレス ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005178
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろし B2 タペストリー 由比ヶ浜結衣 ドレス ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005179
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろし B2 タペストリー 一色いろは ドレス ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005180

■ 『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ アクリルフィギュア』9 種 商品説明
TV アニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」シリーズ より、
「雪ノ下雪乃」「由比ヶ浜結衣」「一色いろは」3 人の可愛いイラストを
使用したアクリルフィギュアが登場！

＜ラインナップ＞
雪ノ下雪乃 ドレス 完 ver.
由比ヶ浜結衣 ドレス 完 ver.
一色いろは ドレス 完 ver.
雪乃＆結衣 ランジェリー 続 ver.
雪乃＆結衣 くろタイツ 続 ver.
一色いろは くろタイツ 続 ver.
雪ノ下雪乃 Y シャツ 続 ver.
由比ヶ浜結衣 Y シャツ 続 ver.
一色いろは Y シャツ 続 ver.

※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。

■ 商品仕様
サイズ：
雪ノ下雪乃 ドレス 完 ver.:縦約 100mm×横約 105mm
由比ヶ浜結衣 ドレス 完 ver.:縦約 100mm×横約 73mm
一色いろは ドレス 完 ver.:縦約 93mm×横約 70mm
雪乃＆結衣 ランジェリー 続 ver.：縦約 105mm×横約 82mm
雪乃＆結衣 くろタイツ 続 ver.：縦約 115mm×横約 90mm
一色いろは くろタイツ 続 ver.：縦約 104mm×横約 80mm
雪ノ下雪乃 Y シャツ 続 ver.：縦約 103mm×横約 80mm
由比ヶ浜結衣 Y シャツ 続 ver.：縦約 97mm×横約 81mm
一色いろは Y シャツ 続 ver.：縦約 98mm×横約 82mm
素材：アクリル
付属品：スタンド
価格：各 1,500 円＋税

■ 発売日
2020 年 12 月

■ 商品ページ
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 描き下ろしアクリルフィギュア 雪ノ下雪乃 ドレス 完 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005162
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 描き下ろしアクリルフィギュア 由比ヶ浜結衣 ドレス 完 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005163
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 描き下ろしアクリルフィギュア 一色いろは ドレス 完 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005164
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ アクリルフィギュア 雪乃＆結衣 ランジェリー 続 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005165
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ アクリルフィギュア 雪乃＆結衣 くろタイツ 続 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005166
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ アクリルフィギュア 一色いろは くろタイツ 続 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005167
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ アクリルフィギュア 雪ノ下雪乃 Y シャツ 続 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005168
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ アクリルフィギュア 由比ヶ浜結衣 Y シャツ 続 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005169
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ アクリルフィギュア 一色いろは Y シャツ 続 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005170

■ 『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 76mm 缶バッジ』9 種 商品説明
TV アニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」シリーズ より、
「雪ノ下雪乃」「由比ヶ浜結衣」「一色いろは」3 人の可愛いイラストを
使用した大きめサイズの缶バッジが登場！

＜ラインナップ＞
雪ノ下雪乃 ドレス 完 ver.
由比ヶ浜結衣 ドレス 完 ver.
一色いろは ドレス 完 ver.
雪乃＆結衣 ランジェリー 続 ver.
雪乃＆結衣 くろタイツ 続 ver.
一色いろは くろタイツ 続 ver.
雪ノ下雪乃 Y シャツ 続 ver.
由比ヶ浜結衣 Y シャツ 続 ver.
一色いろは Y シャツ 続 ver.

※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。

■ 商品仕様
サイズ：直径約 76mm
素材：スチール
価格：各 500 円＋税

■ 発売日
2020 年 12 月

■ 商品ページ
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 描き下ろし 76mm 缶バッジ 雪ノ下雪乃 ドレス 完 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005153
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 描き下ろし 76mm 缶バッジ 由比ヶ浜結衣 ドレス 完 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005154
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 描き下ろし 76mm 缶バッジ 一色いろは ドレス 完 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005155
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 76mm 缶バッジ 雪乃＆結衣 ランジェリー 続 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005156
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 76mm 缶バッジ 雪乃＆結衣 くろタイツ 続 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005157
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 76mm 缶バッジ 一色いろは くろタイツ 続 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005158
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 76mm 缶バッジ 雪ノ下雪乃 Y シャツ 続 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005159
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 76mm 缶バッジ 由比ヶ浜結衣 Y シャツ 続 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005160
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 76mm 缶バッジ 一色いろは Y シャツ 続 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005161

■ 『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ ミニ色紙』3 種 商品説明
TV アニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」シリーズ よ
り、「雪ノ下雪乃」「由比ヶ浜結衣」「一色いろは」3 人の可愛いイラス
トを使用したミニ色紙が登場！

＜ラインナップ＞
雪ノ下雪乃 ドレス 完 ver.
由比ヶ浜結衣 ドレス 完 ver.
一色いろは ドレス 完 ver.

※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。

■ 商品仕様
サイズ：縦約 135mm×横約 120mm
素材：紙
価格：各 500 円＋税

■ 発売日
2020 年 12 月

■ 商品ページ

【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 描き下ろしミニ色紙 雪ノ下雪乃 ドレス 完 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005174
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 描き下ろしミニ色紙 由比ヶ浜結衣 ドレス 完 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005175
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 描き下ろしミニ色紙 一色いろは ドレス 完 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005176

■ 『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ マイクロファイバースポーツタオル』3 種 商品説明
TV アニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」シリーズより、
「雪ノ下雪乃」「由比ヶ浜結衣」「一色いろは」3 人の可愛いイラストを
使用したマイクロファイバースポーツタオルが登場！

＜ラインナップ＞
雪乃＆結衣 ランジェリー 続 ver.
雪乃＆結衣 くろタイツ 続 ver.
一色いろは くろタイツ 続 ver.

※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。

■ 商品仕様
サイズ：縦約 900mm×横約 400mm
素材：マイクロファイバー
価格：各 3,000 円＋税

■ 発売日
2020 年 12 月

■ 商品ページ
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ マイクロファイバースポーツタオル 雪乃＆結衣 ランジェリー 続 ver.

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005171
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ マイクロファイバースポーツタオル 雪乃＆結衣 くろタイツ 続 ver.

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005172
【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ マイクロファイバースポーツタオル 一色いろは くろタイツ 続 ver.

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005173

■ 『【再販】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。シリーズ 描き下ろし B2 タペストリー』15 種 商品説明
TV アニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」シリーズより、ホビーストック WEB ショップやイベント会場にて限定
販売いたしました描き下ろし B2 タペストリーを再販いたします。
現在では入手困難な商品も多くございますのでこの機会をお見逃しなく！

＜ラインナップ＞
【再販】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
【再販】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 制服 ver.
【再販】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 お嬢様 ver.
【再販】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 部屋着 ver.
【再販】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 温泉 ver.
【再販】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.
【再販】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.
【再販】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.
【再販】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 くろタイツ ver.
【再販】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 水着 2019ver.
【再販】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 水着 2019ver.
【再販】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 描き下ろし B2 タペストリー 雪乃＆結衣 キャンプ ver.
【再販】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 描き下ろし B2 タペストリー 一色いろは キャンプ ver.
【再販】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろし B2 タペストリー 雪ノ下雪乃＆由比ヶ浜結衣 2019 winter
ver.
【再販】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろし B2 タペストリー 一色いろは 2019 winter ver.

※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。

■ 商品仕様
サイズ：縦約 728mm×横約 515mm（B2 サイズ）
※「雪乃＆結衣 キャンプ ver.」のみ縦約 515mm×横約 728mm

素材：ポリエステルスエード
パイプ・紐付き
価格：各 3,000 円＋税

■ 発売日
2020 年 12 月

■ 商品ページ
【HS 限定】【再販】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
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005138
【HS 限定】【再販】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 制服 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005139
【HS 限定】【再販】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 お嬢様 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005140
【HS 限定】【再販】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 部屋着 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005141
【HS 限定】【再販】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 温泉 ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005142
【HS 限定】【再販】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.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005143
【HS 限定】【再販】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.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005144
【HS 限定】【再販】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.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005145
【HS 限定】【再販】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 くろタイツ ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005146
【HS 限定】【再販】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 水着 2019ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005147
【HS 限定】【再販】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 水着 2019ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005148
【HS 限定】【再販】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 描き下ろし B2 タペストリー 雪乃＆結衣 キャンプ ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005149
【HS 限定】【再販】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 描き下ろし B2 タペストリー 一色いろは キャンプ ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005150
【HS 限定】【再販】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろし B2 タペストリー 雪ノ下雪乃＆由比ヶ浜結衣 2019 winter ver.

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005151
【HS 限定】【再販】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろし B2 タペストリー 一色いろは 2019 winter ver.
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005152

■ 発売元・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://hobbystock.co.jp/

■ 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
©渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。完

≪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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