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「ゆるキャン△ 本栖高校野外活動サークル模擬店」開催のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、2022 年 4 月 22 日（木）より、期間限定ショップ「ゆるキャン△ 本栖高校野外活動サークル模擬店」

を開催することをお知らせいたします。 

ホビーストックの『ゆるキャン△』描き下ろしグッズの先行販売の他、イベント限定の購入特典をご用意しております。 

 

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 ： https://www.hobbystock.jp/sp/sm/yurucamp 

 

 

● イベント名 

ゆるキャン△ 本栖高校野外活動サークル模擬店 

 

● 開催場所／開催日時 

浜松市渚園 

https://www.birukan.jp/nagisaen/ 

2022 年 4 月 22 日（金）～2022 年 5 月 8 日（日） 

開催時間：8:30～16:20 ※施設の営業時間と異なります 

 

オンラインホビーストック WEB ショップ 

https://www.hobbystock.jp/ 

2022 年 4 月 22 日（金）12 時（正午）～2022 年 5 月 9 日（月）12 時（正午） 

商品の発送は随時発送となります 

 

 



● イベント先行販売商品 

■ 『ゆるキャン△ 描き下ろし B1 タペストリー なでしこ＆リン＆綾乃 浜松土産 ver.』 商品説明 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、「各務原なでしこ」＆「志摩リン」＆

「土岐綾乃」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！ 

佐久米駅を背景に浜松土産を手にした買い物帰りの 3 人をイメージ

したイラストになっています。 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 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 

価格：6,600 円（税込） 

 

 

■ 『ゆるキャン△ 描き下ろし B2 タペストリー』3 種 商品説明 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、「各務原なでしこ」、「志摩リン」、「土

岐綾乃」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＞ 

各務原なでしこ 浜松土産 ver. 

志摩リン 浜松土産 ver. 

土岐綾乃 浜松土産 ver. 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『ゆるキャン△ 描き下ろしアクリルフィギュア 浜松土産 ver.』3 種 商品説明 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、「各務原なでしこ」、「志摩リン」、「土

岐綾乃」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＞ 

各務原なでしこ 浜松土産 ver. 

志摩リン 浜松土産 ver. 

土岐綾乃 浜松土産 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： 

・各務原なでしこ 浜松土産 ver.：縦約 136mm×横約 53mm 

・志摩リン 浜松土産 ver.：縦約 133mm×横約 49mm 

・土岐綾乃 浜松土産 ver.：縦約 136mm×横約 57mm 

素材：アクリル 

付属品：台座 

価格：各 1,650 円（税込） 

 

 

■ 『ゆるキャン△ 描き下ろし 76mm 缶バッジ 浜松土産 ver.』3 種 商品説明 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、「各務原なでしこ」、「志摩リン」、「土

岐綾乃」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＞ 

各務原なでしこ 浜松土産 ver. 

志摩リン 浜松土産 ver. 

土岐綾乃 浜松土産 ver. 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、予めご了承下さい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：直径約 76mm 

素材：スチール 

価格：各 550 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 『ゆるキャン△ 描き下ろしミニ色紙 浜松土産 ver.』3 種 商品説明 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、「各務原なでしこ」、「志摩リン」、「土

岐綾乃」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＞ 

各務原なでしこ 浜松土産 ver. 

志摩リン 浜松土産 ver. 

土岐綾乃 浜松土産 ver. 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 商品仕様 

サイズ：縦約 135mm×横約 120mm 

素材：紙 

価格：各 550 円（税込） 

 

 

■ 『ゆるキャン△ 描き下ろしクリアファイル 浜松土産 ver.』3 種 商品説明 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、「各務原なでしこ」、「志摩リン」、「土

岐綾乃」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＞ 

各務原なでしこ 浜松土産 ver. 

志摩リン 浜松土産 ver. 

土岐綾乃 浜松土産 ver. 

 

※画像・イラスト等は実際の商品とは多少異なる場合がございます、

予めご了承下さい。 

 

■ 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● 購入特典 

各店でのイベント期間中、ホビーストックが発売元の『ゆるキャン△』対象商品を 2,000 円（税込）お買上げごとに 1 回、豪華賞

品が当たる抽選会にご参加いただけます！ 

 

■ 特典内容 

【A 賞】 

出演キャスト直筆サイン入り B2 タペストリー（3 種） 

（浜松市渚園 各 1 枚／ホビーストック WEB ショップ各 1 枚） 

【B 賞】 

ゆるキャン△ ホットサンドメーカー（1 種） 

【C 賞】 

描き下ろしイラストカード（11 種）※ランダム配布 

 

■ 特典お渡しについて 

【浜松市渚園】 

対象商品：イベント先行販売商品のみ対象となります。 

対象商品購入時に抽選会にご参加いただき B 賞、C 賞はその場でお渡しさせていただきます。 

A 賞は後日配送でのお渡しとさせていただきます。 

A 賞は先着順にて種類をお選びいただけます。 

描き下ろし B2 タペストリー 各務原なでしこ 浜松土産 ver.：花守ゆみり様サイン入り 

描き下ろし B2 タペストリー 志摩リン 浜松土産 ver.：東山奈央様サイン入り 

描き下ろし B2 タペストリー 土岐綾乃 浜松土産 ver.：黒沢ともよ様サイン入り 



 

【ホビーストック WEB ショップ】 

対象商品：商品名に（イベント特典対象商品）と記載のある商品が対象となります。 

イベント先行販売商品及び既存商品も対象となります。 

1 回の出荷に含まれる対象商品の合計金額 2,000 円（税込）ごとに特典いずれか 1 個を同梱いたします。必ず 1 つの注文

におまとめください。 

（例：対象商品合計金額 6,000 円（税込）の場合→特典 3 個） 

「銀行振込（前払い）」でご注文の場合のご入金期限は、2022 年 5 月 9 日（月）12 時（正午）までとなります。ご入金期限ま

でに未入金の際はイベントの対象にはなりません。 

各賞の当選発表は、商品との同梱による景品の発送を以て代えさせて頂きます。 

A 賞につきましては商品発送時に当選証明書を同封させていただき、特典がご用意でき次第、後日配送でのお渡しとさせ

ていただきます。 

A 賞の種類をお選びいただくことはできません。 

配送料・代引手数料は、対象商品合計金額には入りません。 

 

【各店舗共通】 

特典は無くなり次第終了となります。 

A 賞は浜松市渚園 各 1 枚、ホビーストック WEB ショップ各 1 枚となります。 

C 賞はランダムでのお渡しの為種類はお選びいただけません。 

C 賞は A 賞、B 賞が当たった場合にも 1 枚差し上げます。 

浜松市渚園、ホビーストック WEB ショップともに同じ特典を配布いたしますが、特典の在庫状況は各店舗毎に異なります。 

対象期間終了後のご購入は本キャンペーンの対象にはなりません。 

 

 

■ 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 

©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 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【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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