
2021 年 10 月 7 日 

メディア関係者各位 

 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 

 E-mail：ws@hobbystock.jp 

 

株式会社ホビーストック企画商品 『幼なじみが絶対に負けないラブコメ』 B1 タペストリー、B2 タペストリー、ア

クリルフィギュア、クリアファイル、76mm 缶バッジ、ミニ色紙 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 10 月 7 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。 

『幼なじみが絶対に負けないラブコメ 描き下ろし B1 タペストリー 黒羽＆白草＆真理愛 ワンピース ver.』  

『幼なじみが絶対に負けないラブコメ 描き下ろし B2 タペストリー ワンピース ver.』3 種 

『幼なじみが絶対に負けないラブコメ 描き下ろしアクリルフィギュア ワンピース ver.』3 種 

『幼なじみが絶対に負けないラブコメ 描き下ろしクリアファイル ワンピース ver.』3 種 

『幼なじみが絶対に負けないラブコメ 描き下ろし 76mm 缶バッジ ワンピース ver.』3 種 

『幼なじみが絶対に負けないラブコメ 描き下ろしミニ色紙 ワンピース ver.』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。 

 

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 ：http://www.hobbystock.jp/ 

 

■ 『幼なじみが絶対に負けないラブコメ 描き下ろし B1 タペストリー 黒羽＆白草＆真理愛 ワンピース ver.』 商

品説明 

TV アニメ『幼なじみが絶対に負けないラブコメ』より、「志田黒羽」＆

「可知白草」＆「桃坂真理愛」の可愛いワンピース服姿の描き下ろし

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 103cm×横約 72.8cm（B1 サイズ） 

素材：ポリエステルスエード 

パイプ・紐付き 

原画：曾我篤史 

仕上げ：真壁源太 

撮影：杉浦誠一 

背景：桒野貴文 

価格：6,600 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 12 月 

 



 

■ 『幼なじみが絶対に負けないラブコメ 描き下ろし B2 タペストリー ワンピース ver.』3 種 商品説明 

TV アニメ『幼なじみが絶対に負けないラブコメ』より、「志田黒羽」、

「可知白草」、「桃坂真理愛」の可愛いワンピース服姿の描き下ろしイ

ラストを使用した B2 タペストリーが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

志田黒羽 ワンピース ver. 

可知白草 ワンピース ver. 

桃坂真理愛 ワンピース 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 

原画：曾我篤史 

仕上げ：真壁源太 

撮影：杉浦誠一 

背景：桒野貴文 

価格：各 3,300 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 12 月 

 

 

■ 『幼なじみが絶対に負けないラブコメ 描き下ろしアクリルフィギュア ワンピース ver.』3 種 商品説明 

TV アニメ『幼なじみが絶対に負けないラブコメ』より、「志田黒羽」、

「可知白草」、「桃坂真理愛」の可愛いワンピース服姿の描き下ろしイ

ラストを使用したアクリルフィギュアが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

志田黒羽 ワンピース ver. 

可知白草 ワンピース ver. 

桃坂真理愛 ワンピース 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： 

志田黒羽 ワンピース ver.:縦約 127mm×横約 59mm 

可知白草 ワンピース ver.:縦約 141mm×横約 68mm 

桃坂真理愛 ワンピース ver.:縦約 129mm×横約 61mm 

素材：アクリル 



付属品：スタンド 

原画：曾我篤史 

仕上げ：真壁源太 

撮影：杉浦誠一 

背景：桒野貴文 

価格：各 1,650 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 12 月 

 

 

■ 『幼なじみが絶対に負けないラブコメ 描き下ろしクリアファイル ワンピース ver.』3 種 商品説明 

TV アニメ『幼なじみが絶対に負けないラブコメ』より、「志田黒羽」、

「可知白草」、「桃坂真理愛」の可愛いワンピース服姿の描き下ろしイ

ラストを使用したクリアファイルが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

志田黒羽 ワンピース ver. 

可知白草 ワンピース ver. 

桃坂真理愛 ワンピース 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） 

原画：曾我篤史 

仕上げ：真壁源太 

撮影：杉浦誠一 

背景：桒野貴文 

価格：各 440 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 12 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『幼なじみが絶対に負けないラブコメ 描き下ろし 76mm 缶バッジ ワンピース ver.』3 種 商品説明 

TV アニメ『幼なじみが絶対に負けないラブコメ』より、「志田黒羽」、

「可知白草」、「桃坂真理愛」の可愛いワンピース服姿の描き下ろしイ

ラストを使用した大きめサイズの缶バッジが登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

志田黒羽 ワンピース ver. 

可知白草 ワンピース ver. 

桃坂真理愛 ワンピース 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：紙、スチール 

原画：曾我篤史 

仕上げ：真壁源太 

撮影：杉浦誠一 

背景：桒野貴文 

価格：各 550 円（税込） 

 

■ 発売日 

2021 年 12 月 

 

 

■ 『幼なじみが絶対に負けないラブコメ 描き下ろしミニ色紙 ワンピース ver.』3 種 商品説明 

TV アニメ『幼なじみが絶対に負けないラブコメ』より、「志田黒羽」、

「可知白草」、「桃坂真理愛」の可愛いワンピース服姿の描き下ろしイ

ラストを使用したミニ色紙が登場！ 

 

＜ラインナップ＞ 

志田黒羽 ワンピース ver. 

可知白草 ワンピース ver. 

桃坂真理愛 ワンピース 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 

原画：曾我篤史 

仕上げ：真壁源太 

撮影：杉浦誠一 

背景：桒野貴文 

価格：各 550 円（税込） 



 

■ 発売日 

2021 年 12 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 

©2021 二丸修一/KADOKAWA/おさまけ製作委員会 

 

 

 

≪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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

(C)2005-2021 HOBBY STOCK inc. 


