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[コミックマーケット 99] ホビーストック出展＆販売情報公開のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、2021 年 12 月 30 日（木）～31 日（金）開催「コミックマーケット 99」の出展情報、及び販売アイテム情

報を公開しましたことをお知らせいたします。 

 

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

コミックマーケット公式サイト ： https://www.comiket.co.jp/ 

コミックマーケット 99 ホビーストック出展情報 ： https://www.hobbystock.jp/sp/cm99/ 

 

 

■ 出展概要 

＜イベント名＞コミックマーケット 99 

＜イベント開催日時＞2021 年 12 月 30 日（木）～31 日（金） 10:00～16:00 

＜開催会場＞東京ビッグサイト（東京国際展示場） 

＜ホビーストックブース番号＞西展示棟企業ブース No.236 

 

■ 新作販売アイテム 

  ●やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 描き下ろしキャラファイングラフ 雪乃＆結衣＆いろは クリスマス ver. 

イベント販売価格(税込) ：￥15,000 

 

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

ストがハイクオリティな複製原画となって登場！ 

透明感のあるイラストを高品位美術印刷により高精細で高品質に出

力。 

イラストの雰囲気に合わせた額縁に入れ、シリアルナンバー入りの

金属プレートを付けてお届けします。 

ぜひお部屋に飾ってお楽しみください。 

 



～「キャラファイングラフ」について～ 

キャラクターデザインやキャラクター商品開発に特化したデザイナー

が自らオペーレーターを務め、国宝や重要文化財などの作品のレプ

リカ製作にも使用されている全 12 色の超高性能プリンターで印刷し

た、高精細で高品質な複製原画です。 

数ある高級半画用紙の中からそのイラストのタッチに最も適した紙

の種類を選択し、原画の色味に忠実な作品になるまで何度も色補

正を繰り返して製作しています。 

 

※シリアルナンバーはご指定できません。 

※写真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 

複製原画：縦約 297mm×横約 210mm（A4 サイズ） 

額装：縦約 405mm×横約 320mm 

素材 

額装/樹脂 

面材/アクリル 

印刷紙/キャラファイン専用紙 

付属品：展示用掛け紐、取扱説明書 

 

 

  ●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 クリスマス ver. 

イベント販売価格(税込) ：￥6,000 

 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ●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 クリスマス ver.／由比ヶ浜結衣 クリスマ

ス ver.／一色いろは クリスマス ver. 

イベント販売価格(税込) ：各￥5,000 

 

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」の新規描き下ろしイラスト

を使用したグッズセットの新作が登場！ 

「B2 タペストリー」「缶バッジ」「ミニ色紙」「アクリルフィギュア」「紙袋」

のセットになります。 

 

※「紙袋」につきましては、事後通販分には付属いたしません。 

※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。ご了承くだ

さい。 

 

■商品仕様 

セット内容 

・B2 タペストリー 

素材：ポリエステルスエード 

サイズ：B2 サイズ（縦約 728mm×横約 515mm) 

パイプ・紐付き 

・缶バッジ 

素材：スチール 

サイズ：直径約 76mm 

・ミニ色紙 

素材：紙 

サイズ：縦約 130mm×横約 120mm 

・アクリルフィギュア 

素材：アクリル 

サイズ： 

本体：縦約 100mm×横約 57mm（キャラによって若干異なります） 

スタンド：縦約 42mm×横約 65mm 

付属品：スタンド 

・紙袋 

素材：紙 

サイズ：縦約 440mm×横約 320mm×マチ約 110mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ●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.12/ vol.13 

イベント販売価格(税込) ： ￥1,000 

 

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。 

 

※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） 

クリアファイル 3 枚セット 

 

 

■ その他販売アイテム 

  ●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.／雪乃＆結衣

＆いろは キャミソール ver.／雪乃＆結衣＆いろは 水着 2021ver. 

イベント販売価格(税込) ：各￥6,000 

 

  ●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.／由比ヶ浜結衣 ドレス

ver.／一色いろは ドレス ver.／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.／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. 

イベント販売価格(税込) ：各￥3,000 

 

  ●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 

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／vol.10／vol.11 

イベント販売価格(税込) ：各￥1,000 

 

 

※イベント終了後にホビーストック 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。 

 

新型コロナウイルスの感染症対策、イベント詳細・参加方法 などは、コミックマーケット公式 Web をご覧ください。 

https://www.comiket.co.jp/ 

 

■ コピーライト 

©WW,S/OPC 

©渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。完 

©渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。続 

 

 



 

 

 

 

 

≪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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