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株式会社ホビーストック企画商品 『ゆるキャン△』 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、ミニ色紙、76mm 缶バッジ 予約開始のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、本日 5 月 19 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△ 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.』 

『ゆるキャン△ 描き下ろし B2 タペストリー 浜松土産 ver.』3 種 

『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 

『ゆるキャン△ 描き下ろしクリアファイル 浜松土産 ver.』3 種 

『ゆるキャン△ 描き下ろしミニ色紙 浜松土産 ver.』3 種 

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

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。 

※こちらは「ゆるキャン△ 本栖高校野外活動サークル模擬店」で先行販売した商品です。 

 

また、『ゆるキャン△ 添い寝抱き枕カバー』2 種の再販が決定、予約受付を開始いたしました。 

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/ 

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 

 

■ 『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.』 商品詳細 

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。 

 

※こちらはイベントにて先行発売済みの商品となります。 

※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） 

 



■ 発売月 

2022 年 7 月 

 

 

■ 『ゆるキャン△ 描き下ろし B2 タペストリー 浜松土産 ver.』3 種 商品詳細 

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！ 

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。 

 

＜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. 

 

※こちらはイベントにて先行発売済みの商品となります。 

※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 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） 

 

■ 発売月 

2022 年 7 月 

 

 

■ 『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 商品詳細 

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！ 

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。 

 

＜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. 

 

※こちらはイベントにて先行発売済みの商品となります。 

※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： 

・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） 

 

■ 発売月 

2022 年 7 月 

 

 

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

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！ 

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。 

 

＜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. 

 

※こちらはイベントにて先行発売済みの商品となります。 

※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 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 

2022 年 7 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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！ 

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。 

 

＜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. 

 

※こちらはイベントにて先行発売済みの商品となります。 

※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 135mm×横約 120mm 

素材：紙 

価格：各 550 円（税込） 

 

■ 発売月 

2022 年 7 月 

 

 

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

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！ 

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。 

 

＜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. 

 

※こちらはイベントにて先行発売済みの商品となります。 

※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：直径約 76mm 

素材：紙、スチール 

価格：各 550 円（税込） 

 



■ 発売月 

2022 年 7 月 

 

 

■ 『【再販】ゆるキャン△ 添い寝抱き枕カバー』2 種 商品詳細 

TV アニメ『ゆるキャン△』から、ソロキャンプのお供に最適な「各務原

なでしこ」と「志摩リン」の添い寝抱き枕カバーが再販決定！ 

 

両面ともに新規にイラストを描き下ろし！表面は制服姿、裏面は寝

起きで無防備な私服姿、両面で異なる添い寝シチュエーションをお

楽しみいただけます！！ 

 

生地は最高の優美さを求めて開発された「アクアプレミア（2wayトリコ

ット）」を使用。 

 

＜ラインナップ＞ 

各務原なでしこ 

志摩リン 

 

※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 160cm×横約 50cm 

素材：アクアプレミア（2way トリコット） 

価格：各 13,200 円（税込） 

 

■ 発売月 

2022 年 7 月 

 

■ ホビーストック WEB ショップ購入特典：A4 サイズ クリアファイル 

抱き枕カバーをホビーストックで購入された方に、抱き枕カバーの描き下ろしイラスト

を使用した「A4 サイズ クリアファイル」をプレゼント 

 

サイズ：縦約 310mm×横約 220mm（A4 サイズ用） 

素材：PP 

 

商品ページ 

【HS 特典付き】【再販】ゆるキャン△ 各務原なでしこ 添い寝抱き枕カバー 

https://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00006847 

【HS 特典付き】【再販】ゆるキャン△ 志摩リン 添い寝抱き枕カバー 

https://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00006848 

 

 

 



■ 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 

©あｆろ・芳文社／野外活動サークル 

 

 

 

≪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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(C)2005-2022 HOBBY STOCK inc. 


