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 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 
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株式会社ホビーストック企画商品 『ゆるキャン△』 キャンバスアート、クリアファイル、ミニ色紙、フリースブランケッ

ト、アルミメスティン、メスティンケース、シェラカップケース 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 9 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△ キャンバスアート アニメ版』6 種 

『ゆるキャン△ クリアファイル アニメ版』3 種 

『ゆるキャン△ ミニ色紙 アニメ版』3 種 

『ゆるキャン△ フリースブランケット』2 種 

『ゆるキャン△ アルミメスティン』 

『ゆるキャン△ メスティンケース』 

『ゆるキャン△ シェラカップケース』 

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。 

 

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△ キャンバスアート アニメ版』6 種 商品詳細 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、キャンバスアートが登場！ 

クレサン製の高品質キャンバスに高彩度プリントしており、鑑賞用や

お部屋のインテリアとして最適なアイテムとなっております。 

 

＜ラインナップ＞ 

各務原なでしこ＆志摩リン 足湯 ver. 

各務原なでしこ カレーめん ver. 

志摩リン カレーめん ver. 

各務原なでしこ バースデー ver. 

志摩リン バースデー ver. 

犬山あおい バースデー ver. 

 

※イーゼルなどのスタンドは付属しておりません。 

※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 273mm×横約 220mm（F3 サイズ） 

素材：キャンバス生地:綿 35％・ポリエステル 65％、木製フレーム 

価格：各 3,850 円（税込） 



 

■ 発売月 

2021 年 11 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

クリアファイルの新作が登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

各務原なでしこ バースデー ver. 

志摩リン バースデー ver. 

犬山あおい バースデー 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 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

素材：PP（ポリプロピレン） 

価格：各 440 円（税込） 

 

■ 発売月 

2021 年 11 月 

 

 

■ 『ゆるキャン△ ミニ色紙 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ミニ色紙が登

場！ 

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＞ 

各務原なでしこ バースデー ver. 

志摩リン バースデー ver. 

犬山あおい バースデー 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） 

 

■ 発売月 

2021 年 11 月 

 



 

■ 『ゆるキャン△ フリースブランケット』2 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フリースブランケット

が登場！ 

表は抱き枕カバーなどにも使われる2wayトリコット生地にイラストをプ

リントしており発色が良く高クオリティ！ 

裏は毛足が長くあたたかなフリース素材仕様です！ 

 

＜ラインナップ＞ 

原作版 vol.2 A 

アニメ版 vol.1 A 

 

※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 900mm×横約 650mm 

素材：［表］2way トリコット/［裏］フリース（ホワイト） 

価格：各 5,500 円（税込） 

 

■ 発売月 

2021 年 12 月 

 

 

■ 『ゆるキャン△ アルミメスティン』 商品詳細 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、丈夫で熱伝導の優れたアルミ製メステ

ィンが登場！ 

火にかけた時メスティンの声が聞こえてきそうな可愛いデザイン。 

アウトドアやキャンプでの飯ごうはもちろん、ハンドルが付いているの

でフライパン・鍋などの調理器具として料理を作ることも出来ます。 

フタをした際に材料の押し潰れを防ぐふわっとフタを採用。 

アルマイト加工が施されているためシーズニングの必要なし！ 

本体内側には調理に便利な目盛り付き。 

ハンドルは折り畳んでコンパクトに収納できます。 

 

※写真と実際の商品は多少異なる場合がございます。 

※電子レンジ・オーブン・グリル・IH クッキングヒーター・自動食器洗浄

機・食器乾燥機はご使用いただけません。 

※長時間食材を保存しないでください。 

※揚げ物などをする場合は油温を 200 度以上にしないでください。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 122mm×横約 182mm×高さ 61mm 

ハンドルの長さ：約 165mm 

満水容量：約 850ml 



素材：アルミニウム合金、ステンレス、PVC 

表面加工：アルマイト加工 

価格：3,850 円（税込） 

 

■ 発売月 

2022 年 2 月 

 

 

■ 『ゆるキャン△ メスティンケース』 商品詳細 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、キャンプやアウトドアで使用するメステ

ィンを入れるのに最適なケースが登場！ 

「志摩リン」が使っているマフラーをイメージしたカラーリングで、織り

ネームがワンポイント！ 

大きいメスティンがすっぽり収まるサイズで、あわせてカトラリーセット

なども収納可能。 

内側は保冷・保温効果が高いアルミ蒸着フィルム素材！ 

メスティンでの炊飯時の蒸らす作業にとても便利です。 

 

※写真と実際の商品は多少異なる場合がございます。 

※こちらの商品は「ゆるキャン△ メスティンケース」のみとなります。

商品画像の「アルミメスティン」、「カトラリーセット」は付属しません。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 230mm×横約 140mm×マチ約 80mm 

素材：綿、ポリエステル、アルミ蒸着フィルム 

価格：1,980 円（税込） 

 

■ 発売月 

2022 年 2 月 

 

 

■ 『ゆるキャン△ シェラカップケース』 商品詳細 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、キャンプやアウトドアで使用するシェラ

カップを入れるのに最適なケースが登場！ 

「志摩リン」が使っているマフラーをイメージしたカラーリングで、織り

ネームがワンポイント！ 

「ゆるキャン△ シェラカップ（別売）」に最適なサイズとなっていますが、

対応サイズ内であればお手持ちのシェラカップにもご使用いただけま

す。 

 

※写真と実際の商品は多少異なる場合がございます。 

※こちらの商品は「ゆるキャン△ シェラカップケース」のみとなります。

商品画像の「シェラカップ」は付属しません。 

 

■ 商品仕様 



サイズ：直径約 135mm×高さ約 70mm 

対応サイズ：直径約 121mm×高さ約 45mm 以内のシェラカップ 

素材：綿、ポリエステル 

価格：1,980 円（税込） 

 

■ 発売月 

2022 年 2 月 

 

 

■ 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 
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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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(C)2005-2021 HOBBY STOCK inc. 


