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「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」事後通販のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、2021 年 5 月 13 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 

第二回 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開

始しましたことをお知らせいたします。 

 

・注文受付期間：2021 年 5 月 13 日(木）12：00～2021 年 6 月 3 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：2021 年 7 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、2021 年 6 月 4 日（金）12 時までとさせていただきます。 

・「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」事後通販商品以外との同時注文・同梱は

出来ません。 

 

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/ 

 

● 販売商品 

【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.』 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」の可愛い描き下ろしイラ

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！ 

 

※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 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 

価格：6,600 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 7 月 

 

■ 商品ページ 



http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005611 

 

 

■ 『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 キャミソール ver.』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 人の可愛い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！ 

 

＜ラインナップ＞ 

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. 

 

※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 3,300 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 7 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 キャミソール ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005612 

【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 キャミソール ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005613 

【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 キャミソール ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005614 

 

 

■ 『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 キャミソール ver.』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 人の可愛い描き下ろしイラストを使用したアクリルフィギュ

アの新作が登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

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. 

 

※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： 

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 

付属品：スタンド 

価格：各 1,650 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 7 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 描き下ろしアクリルフィギュア 雪ノ下雪乃 キャミソール ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005615 

【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろしアクリルフィギュア 由比ヶ浜結衣 キャミソール ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005616 

【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろしアクリルフィギュア 一色いろは キャミソール ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005617 

 

 

■ 『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  キャミソール ver.』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 人の可愛い描き下ろし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！ 

 

＜ラインナップ＞ 

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. 

 

※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：直径約 76mm 

素材：スチール 

価格：各 550 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 7 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 76mm 缶バッジ 雪ノ下雪乃 キャミソール ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005618 

【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 76mm 缶バッジ 由比ヶ浜結衣 キャミソール ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005619 

【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 76mm 缶バッジ 一色いろは キャミソール ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005620 

 

 

■ 『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 キャミソール ver.』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 人の可愛い描き下ろしイラストを使用したミニ色紙の新作

が登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

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. 

 

※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 135mm×横約 120mm 

素材：紙 

価格：各 550 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 7 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 描き下ろしミニ色紙 雪ノ下雪乃 キャミソール ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005621 

【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろしミニ色紙 由比ヶ浜結衣 キャミソール ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005622 

【HS 限定】やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろしミニ色紙 一色いろは キャミソール ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005623 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『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』2 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」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。 

 

＜ラインナップ＞ 

vol.10 

vol.11 

 

※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 

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 

価格：各 1,100 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 7 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 クリアファ

イルセット vol.10 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005624 

【HS 限定】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.11 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00005625 

 

 

【再販商品一覧】 

【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B1タペストリー 雪乃＆結衣＆いろは ドレスver. 

【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 

【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. 

【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. 

【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. 

【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. 

【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. 

【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. 

【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. 

【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. 

【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. 

【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. 

【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. 

【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. 



【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. 

【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. 

【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 ドレス ver. 

【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 由比ヶ浜結衣 ドレス ver. 

【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 ドレス ver. 

【HS 限定】【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 描き下ろしアクリルフィギュア 雪ノ下雪乃 ドレス 完

ver. 

【HS 限定】【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 描き下ろしアクリルフィギュア 由比ヶ浜結衣 ドレス 

完 ver. 

【HS 限定】【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 描き下ろしアクリルフィギュア 一色いろは ドレス 完

ver. 

【HS 限定】【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 アクリルフィギュア 雪乃＆結衣 ランジェリー 続 ver. 

【HS 限定】【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 アクリルフィギュア 雪乃＆結衣 くろタイツ 続 ver. 

【HS 限定】【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 アクリルフィギュア 一色いろは くろタイツ 続 ver. 

【HS 限定】【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 アクリルフィギュア 雪ノ下雪乃 Y シャツ 続 ver. 

【HS 限定】【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 アクリルフィギュア 由比ヶ浜結衣 Y シャツ 続 ver. 

【HS 限定】【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 アクリルフィギュア 一色いろは Y シャツ 続 ver. 

【HS限定】【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 76mm缶バッジ 雪ノ下雪乃 ドレス 完 ver. 

【HS 限定】【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 76mm 缶バッジ 由比ヶ浜結衣 ドレス 完

ver. 

【HS限定】【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76mm缶バッジ 一色いろは ドレス 完ver. 

【HS 限定】【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 雪乃＆結衣 ランジェリー 続 ver. 

【HS 限定】【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 雪乃＆結衣 くろタイツ 続 ver. 

【HS 限定】【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 一色いろは くろタイツ 続 ver. 

【HS 限定】【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 雪ノ下雪乃 Y シャツ 続 ver. 

【HS 限定】【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 由比ヶ浜結衣 Y シャツ 続 ver. 

【HS 限定】【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 一色いろは Y シャツ 続 ver. 

【HS 限定】【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 描き下ろしミニ色紙 雪ノ下雪乃 ドレス 完 ver. 

【HS 限定】【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 描き下ろしミニ色紙 由比ヶ浜結衣 ドレス 完 ver. 

【HS 限定】【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 描き下ろしミニ色紙 一色いろは ドレス 完 ver. 

【HS 限定】【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 雪乃＆結衣 ラン

ジェリー 続 ver. 

【HS 限定】【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 雪乃＆結衣 くろ

タイツ 続 ver. 

【HS 限定】【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 一色いろは くろタ

イツ 続 ver. 

【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 描き下ろしグッズセット 雪ノ下雪乃＆由比ヶ浜結衣 バレン

タイン ver. 

【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 描き下ろしグッズセット 一色いろは バレンタイン ver. 

【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 クリアファイルセット vol.1 

【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 クリアファイルセット vol.2 

【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 クリアファイルセット vol.3 

【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 クリアファイルセット vol.4 

【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 クリアファイルセット vol.5 



【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 クリアファイルセット vol.6 

【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 クリアファイルセット vol.7 

【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 クリアファイルセット vol.8 

【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 クリアファイルセット vol.9 

 

 

■ 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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