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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 第二回 総武高校奉仕部模擬店」 開催の

お知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、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 第二回 総武高校奉仕部模擬

店」を下記日程にて開催することをお知らせいたします。 

 

【東京会場（ボークス秋葉原ホビー天国 1F）】2021 年 3 月 13 日（土）～2021 年 3 月 28 日（日） 

【大阪会場（ボークス大阪ショールーム 1F）】2021 年 4 月 10 日（土）～2021 年 4 月 25 日（日） 

新規描き下ろしイラストを使った限定商品などを販売いたします。 

 

株式会社ホビーストック コーポレートサイト ： http://hobbystock.co.jp/ 

「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/ 

 

■ 開催日時/開催場所 

【東京会場】 

開催日時：2021 年 3 月 13 日（土）～2021 年 3 月 28 日（日） 

営業時間：平日 11:00～20:00／土日祝 10:00～20:00 

開催場所：ボークス秋葉原ホビー天国 1F 

https://www.volks.co.jp/hobbytengoku/ 

 

【大阪会場】 

開催日時：2021 年 4 月 10 日（土）～2021 年 4 月 25 日（日） 

営業時間：11:00～20:00 

開催場所：ボークス大阪ショールーム 1F 

https://hobby.volks.co.jp/shop/sr_osaka.html 

 

※入場料無料 



 

■ 新型コロナウイルス感染症防止対策について【取り組みと来店される皆様へご協力のお願い】 

新型コロナウイルス感染症対策本部より示された方針に基づき、ご来店のお客様にご協力をお願いいたします。 

詳細は会場となりますボークス様の公式サイトよりご確認ください。 

https://www.volks.co.jp/cs/news/20200507_01.html 

 

 

■ 物販 

● 【新作】 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 キャミソール

ver. 

価格（税込） ¥6,600 

 

「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 タペストリーの新作が登場！ 

 

商品仕様 

サイズ：縦約 72.8cm×横約 103cm（B1 サイズ） 

素材：ポリエステルスエード 

パイプ・紐付き 

 

 

 

 

● 【新作】 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 

雪ノ下雪乃 キャミソール ver.／由比ヶ浜結衣 キャミソール ver.／一色いろは キャミソール ver. 

価格（税込） 各 ¥3,300 

 

「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 タペストリーの新作が登場！ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● 【新作】 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろしアクリルフィギュア 3 種 

雪ノ下雪乃 キャミソール ver.／由比ヶ浜結衣 キャミソール ver.／一色いろは キャミソール ver. 

価格（税込） 各 ¥1,650 

 

「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の新作が登場！ 

 

商品仕様 

サイズ： 

雪ノ下雪乃 キャミソール ver.:縦約 108mm×横約 57mm 

由比ヶ浜結衣 キャミソール ver.:縦約 107mm×横約 57mm 

一色いろは キャミソール ver.:縦約 105mm×横約 57mm 

素材：アクリル 

 

 

 

● 【新作】 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 76mm 缶バッジ 3 種 

雪ノ下雪乃 キャミソール ver.／由比ヶ浜結衣 キャミソール ver.／一色いろは キャミソール ver. 

価格（税込） 各 ¥550 

 

「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の新作が登場！ 

 

商品仕様 

サイズ：直径約 76mm 

素材：スチール 

 

 

 

 

● 【新作】 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 

雪ノ下雪乃 キャミソール ver.／由比ヶ浜結衣 キャミソール ver.／一色いろは キャミソール ver. 

価格（税込） 各 ¥550 

 

「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

たミニ色紙の新作が登場！ 

 

商品仕様 

サイズ：縦約 135mm×横約 120mm 

素材：紙 

 

 

 

 

 



● 【新作】 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 クリアファイルセット vol.10／vol.11 

価格（税込） 各 ¥1,100 

 

「雪ノ下雪乃」「由比ヶ浜結衣」「一色いろは」のクリアファイルの新作

が登場！ 

3 人の可愛い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

セットです。 

 

商品仕様 

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 

 

 

 

＜その他販売商品＞ 

●【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 B1 タペストリー 雪乃＆結衣＆いろは ドレス 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 3 種 

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. 

●【再販】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろしアクリルフィギュア 3 種 

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. 

●【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 76mm 缶バッジ 3 種 

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. 

●【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  76mm 缶バッジ 6 種 

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. 

●【再販】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろしミニ色紙 3 種 

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. 

●【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 マイクロファイバースポーツタオル 3 種 

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. 

●【再販】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろしグッズセット 

雪ノ下雪乃＆由比ヶ浜結衣 バレンタイン ver.／一色いろは バレンタイン 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／雪乃＆結衣 制服 ver.／雪乃＆結衣 お嬢様 ver.／雪乃＆結衣 部屋着 ver.／雪乃＆結衣 温泉 ver.／ 一色

いろは 温泉 ver.／雪乃＆結衣 ランジェリーver.／雪乃＆結衣 くろタイツ ver.／一色いろは くろタイツ ver.／ 雪乃＆結衣 

水着 2019ver.／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。続 クリアファイルセット 

vol.1／vol.2／vol.3／vol.4／vol.5／vol.6 

●【再販】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 クリアファイルセット 

vol.7／vol.8／vol.9 

 

この他にも多数ご用意しております。 

販売する商品は十分な数量をご用意しておりますが、万が一売切れの際は何卒ご了承下さい。 

※東京会場と大阪会場で在庫を分けて販売させていただきます。 

※ホビーストック WEB ショップにて事後通販を行わせていただきます。詳細につきましては後日告知させていただきます。 



 

 

■ 購入特典フェア 

期間中「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 第二回 総武高校奉仕部模擬店」にて、税込 4,000 円毎お買上げごと

に 1 回、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。 

 

＜景品内容＞ 

A 賞 出演キャスト直筆サイン入り B2 タペストリー（3 種：東京会場各 1 枚/大阪会場各 1 枚） 

B 賞 アクリルプレート（1 種） 

C 賞 チェキ風ブロマイド（10 種）※ランダム配布 

 

※景品は無くなり次第終了となります。 

※A 賞は先着順にて絵柄をお選びいただけます。 

雪ノ下雪乃 B2 タペストリー：早見沙織様サイン入り 

由比ヶ浜結衣 B2 タペストリー：東山奈央様サイン入り 

一色いろは B2 タペストリー：佐倉綾音様サイン入り 

※A 賞は後日配送でのお渡しとさせていただきます。 

※C 賞はランダムでのお渡しの為絵柄はお選びいただけません。 

※内容は予告なく変更になる場合がございます。 

※景品の転売行為はお断りさせて頂いております。 

※東京会場と大阪会場の両方で「購入特典フェア」を行います。 

※東京会場と大阪会場で特典の在庫を分けさせていただきます。 



 

 

■ 注意事項 

入場制限について 

「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 第二回 総武高校奉仕部模擬店」にて、物販・イベント参加ご希望のお客様

が多数ご来店されました際に、混雑緩和、危険防止のため「イベント入場整理券の配布」を行い入店規制させて頂く場合が

ございます。 

「イベント入場整理券の配布」を行う際には店頭スタッフよりアナウンスを行わせていただきます。 

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ならびにご協力宜しく申し上げます。 

 

商品について 

※画像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。 

※販売状況によりご希望の商品が売り切れる場合がございます。予めご了承ください。 

※商品は初期不良以外での返品及び交換にはお応えできません。 

 

 

■ 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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