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株式会社ホビーストック企画商品 『ゆるキャン△』 トレーディングミニ色紙、B2 タペストリー、パスケース、缶バッジ

コレクション、アクリルフィギュア、クリアファイル 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 1 月 21 日より、下記弊社企画商品の予約受付を開始したことをお知らせいたします。 

『ゆるキャン△ トレーディングミニ色紙 原作版』 

『ゆるキャン△ B2 タペストリー 原作版 vol.4』5 種 

『ゆるキャン△ パスケース 原作版 vol.2』4 種 

『ゆるキャン△ 缶バッジコレクション vol.4』 

『ゆるキャン△ アクリルフィギュア』10 種 

『ゆるキャン△ クリアファイルセット 原作版 vol.4』4 種 

『ゆるキャン△ クリアファイル アニメ版』3 種 

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。 

※『ゆるキャン△ 缶バッジコレクション vol.4』はカプセル筐体でも発売いたします。 

 

また、『ゆるキャン△ ホットサンドメーカー』、『ゆるキャン△ シェラカップ＆カトラリーセット 収納袋付き限定版』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△ トレーディングミニ色紙 原作版』商品詳細 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、原作の「あ f ろ先生」イラストを使用し

たトレーディングミニ色紙が登場！ 

ラインナップは全 12 種！飾ったり、集めたりと楽しめるアイテムになっ

ています！ 

 

＜ラインナップ（全 12 種）＞ 

・志摩リン＆各務原なでしこ A 

・志摩リン＆各務原なでしこ B 

・志摩リン＆各務原なでしこ C 

・志摩リン＆各務原なでしこ D 

・志摩リン＆各務原なでしこ E 

・志摩リン＆各務原なでしこ F 

・各務原なでしこ＆犬山あおい 

・なでしこ＆千明＆あおい A 

・なでしこ＆千明＆あおい B 



・なでしこ＆リン＆千明＆あおい＆恵那 

・各務原なでしこ 

・志摩リン 

 

※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 

1BOX12 枚入り 

全 12 種 ※1BOX のご購入で全 12 種揃います。 

サイズ：縦約 135mm×横約 120mm 

素材：紙 

価格：1 個 450 円+税／1BOX（12 個入り） 5,400 円+税 

 

■ 発売月 

2021 年 3 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップ BOX 購入特典「志摩リン＆各務原なでしこ 

浴衣 ver. ミニ色紙」 

ホビーストックにて「1BOX 購入」ごとに「志摩リン＆各務原なでしこ 浴衣 ver. ミニ色

紙」が 1 個特典で付属します。 

 

商品ページ.： http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005316 

 

 

■ 『ゆるキャン△ B2 タペストリー 原作版 vol.4』5 種 商品詳細 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、原作の「あ f ろ先生」イラストを使用し

た B2 サイズのタペストリーの新作が登場！ 

壁などに飾ってお楽しみ下さい！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ゆるキャン△ B2 タペストリー 原作版 vol.4 A 

ゆるキャン△ B2 タペストリー 原作版 vol.4 B 

ゆるキャン△ B2 タペストリー 原作版 vol.4 C 

ゆるキャン△ B2 タペストリー 原作版 vol.4 D 

ゆるキャン△ B2 タペストリー 原作版 vol.4 E 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 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 

 

■ 発売月 



2021 年 3 月 

 

 

■ 『ゆるキャン△ パスケース 原作版 vol.2』4 種 商品詳細 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、原作の「あ f ろ先生」イラストを使用し

たパスケースの新作が登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ゆるキャン△ パスケース 原作版 vol.2 A 

ゆるキャン△ パスケース 原作版 vol.2 B 

ゆるキャン△ パスケース 原作版 vol.2 C 

ゆるキャン△ パスケース 原作版 vol.2 D 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 116mm×横約 72mm 

素材：PVC・鉄 

ボールチェーン付属 

価格：各 900 円＋税 

 

■ 発売月 

2021 年 3 月 

 

 

■ 『ゆるキャン△ 缶バッジコレクション vol.4』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四弾が登場！ 

原作の「あ f ろ先生」イラストを使用したデザインでラインナップは全

10 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＞ 

・志摩リン A 

・志摩リン B 

・志摩リン C 

・各務原なでしこ A 

・各務原なでしこ＆犬山あかり 

・各務原なでしこ＆犬山あおい 

・志摩リン D 

・志摩リン E 

・各務原なでしこ B 

・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 

全 10 種（ノーマル 9 種+シークレット 1 種） 

ブラインドパッケージ ※カプセル筐体でも発売します 

サイズ：直径約 57mm 

素材：紙、スチール 

価格：1 ピース 273 円＋税 

 

■ 発売月 

2021 年 3 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。 

 

商品ページ： 

ゆるキャン△ 缶バッジコレクション vol.4 50 個入り 1BOX 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005327 

【単品】【カプセル】ゆるキャン△ 缶バッジコレクション vol.4 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005326 

 

 

■ 『ゆるキャン△ アクリルフィギュア』10 種 商品詳細 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、原作の「あ f ろ先生」イラストを使用し

たデザインとアニメイラストを使用したデザインのアクリルフィギュアが

登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ゆるキャン△ アクリルフィギュア 原作版 A 

ゆるキャン△ アクリルフィギュア 原作版 B 

ゆるキャン△ アクリルフィギュア 原作版 C 

ゆるキャン△ アクリルフィギュア アニメ版 A 

ゆるキャン△ アクリルフィギュア アニメ版 B 

ゆるキャン△ アクリルフィギュア アニメ版 C 

ゆるキャン△ アクリルフィギュア アニメ版 D 

ゆるキャン△ アクリルフィギュア アニメ版 E 

ゆるキャン△ アクリルフィギュア アニメ版 F 

ゆるキャン△ アクリルフィギュア アニメ版 G 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 



 

■ 商品仕様 

サイズ： 

原作版 A:縦約 101mm×横約 72mm 

原作版 B:縦約 71mm×横約 76mm 

原作版 C:縦約 81mm×横約 85mm 

アニメ版 A:縦約 104mm×横約 72mm 

アニメ版 B:縦約 44mm×横約 124mm 

アニメ版 C:縦約 40mm×横約 135mm 

アニメ版 D:縦約 62mm×横約 124mm 

アニメ版 E:縦約 35mm×横約 133mm 

アニメ版 F:縦約 105mm×横約 66mm 

アニメ版 G:縦約 105mm×横約 66mm 

素材：アクリル 

付属品：スタンド 

価格：各 1,500 円＋税 

 

■ 発売月 

2021 年 3 月 

 

 

■ 『ゆるキャン△ クリアファイルセット 原作版 vol.4』4 種 商品詳細 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、原作の「あ f ろ先生」イラストを使用し

た A4 サイズ用クリアファイル 2 枚組みセットの新作が登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ゆるキャン△ クリアファイルセット 原作版 vol.4 A 

ゆるキャン△ クリアファイルセット 原作版 vol.4 B 

ゆるキャン△ クリアファイルセット 原作版 vol.4 C 

ゆるキャン△ クリアファイルセット 原作版 vol.4 D 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

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 2 枚セット 

価格：各 800 円＋税 

 

■ 発売月 

2021 年 3 月 

 

 

 

 



■ 『ゆるキャン△ クリアファイル アニメ版』3 種 商品詳細 

TVアニメ『ゆるキャン△』から、アニメイラストを使用したA4サイズのク

リアファイルが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ゆるキャン△ クリアファイル アニメ版 A 

ゆるキャン△ クリアファイル アニメ版 B 

ゆるキャン△ クリアファイル アニメ版 C 

 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

素材：PP（ポリプロピレン） 

価格：各 400 円＋税 

 

■ 発売月 

2021 年 3 月 

 

 

■ 『【再販】ゆるキャン△ ホットサンドメーカー【2021 年 3 月再販分】』 商品詳細 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、キャンプのお供に最適なホットサンドメ

ーカーが再販決定！ 

志摩リンの顔アイコンの焼き目が付いた可愛いホットサンドが作れち

ゃいます！！ 

劇中に出てきたように豚まんをプレスしてもこんがり焼き目が付けら

れますよ！ 

 

内側はフッ素樹脂加工が施されこびりつきづらくなっており、裏表取り

外しが可能なお手入れし易い蝶番仕様！ 

片面だけ使って簡易的なフライパンとしても使用可能です！ 

製造は金属加工で有名な新潟県燕市製で安心の Made in Japan！ 

 

ホビーストック WEB ショップのみでの限定販売となります！ 

 

※写真と実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：全長約 350mm 

プレート部分外寸：縦約 130mm×横約 150mm×厚さ約 35mm 

重量:約 500g 

本体素材:アルミニウム合金(フッ素樹脂膜加工) 

ハンドル素材:ステンレス、フェノール樹脂 

IH 非対応 

Made in Japan 



価格：5,000 円＋税 

 

■ 発売月 

2021 年 3 月 

 

■ 商品ページ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005343 

 

 

 

■ 『【再販】ゆるキャン△ シェラカップ＆カトラリーセット 収納袋付き限定版【2021 年 3 月再販分】』 商品詳細 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、シェラカップ、カトラリーセットに収納袋

が付いたホビーストック限定版が再販決定！ 

 

・シェラカップ 

ゆるキャン△をイメージしたデザインがレーザー加工で彫り込まれた

ステンレス製のシェラカップ！ 

食器や調理器具としてマルチに使用できるアイテムです！！ 

 

・カトラリーセット 

ゆるキャン△をイメージした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！！ 

 

・収納袋 

シェラカップ、カトラリーセットの持ち運びに便利な、ゆるキャン△をイメージしたデザ

インがプリントされた収納袋付き 

 

※写真と実際の商品は多少異なる場合がございます。 

 

■ 商品仕様 

＜セット内容＞ 

・シェラカップ 

・カトラリーセット 

・収納袋 

＜シェラカップ＞ 

 

サイズ：直径約 121mm×全長約 172mm×高さ 45mm 

素材：ステンレス 

容量:約 315ml 

＜カトラリーセット＞ 

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 

＜収納袋＞ 

サイズ：縦約 260mm×横約 175mm 

素材：綿 

価格：3,600 円＋税 

 

■ 発売月 

2021 年 3 月 

 

■ 商品ページ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005344 

 

 

■ 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 

©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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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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