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株式会社ホビーストック企画商品 『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完』 B1 タペストリー、B2 タペス

トリー、アクリルフィギュア、缶バッジ、ミニ色紙、キャンバスアート 予約受付開始のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、2021 年 9 月 17 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。 

『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 水着 2021ver.』 

『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。完 描き下ろしアクリルフィギュア』3 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 76mm 缶バッジ』3 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。完 キャンバスアート』2 種 

B1 タペストリー、B2 タペストリー、アクリルフィギュア、缶バッジ、ミニ色紙はホビーストック限定での販売となります。 

キャンバスアートは全国のホビー・アニメショップ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/ 

「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 水着

2021ver.』 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 11 月 

 

 

■ 『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 水着 2021ver.』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 水着 2021ver. 

由比ヶ浜結衣 水着 2021ver. 

一色いろは 水着 2021ver. 

 

※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 11 月 

 

 

■ 『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 水着 2021ver.』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 水着 2021ver. 

由比ヶ浜結衣 水着 2021ver. 

一色いろは 水着 2021ver. 

 

※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 水着 2021ver.:縦約 95mm×横約

63mm 

由比ヶ浜結衣 水着 2021ver.:縦約 94mm×横約

71mm 

一色いろは 水着 2021ver.:縦約 99mm×横約

68mm 

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 11 月 

 

 

■ 『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  水着 2021ver.』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 水着 2021ver. 

由比ヶ浜結衣 水着 2021ver. 

一色いろは 水着 2021ver. 

 

※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：紙、スチール 

価格：各 550 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 11 月 

 

 

■ 『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 水着 2021ver.』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 水着 2021ver. 

由比ヶ浜結衣 水着 2021ver. 

一色いろは 水着 2021ver. 

 

※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 11 月 

 

 



■ 『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 キャンバスアート』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、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＞ 

雪乃＆結衣 水着 2019ver. 

一色いろは 水着 2019ver. 

 

※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） 

 

■ 発売日 

2021 年 11 月 

 

 

 

■ 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。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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