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[コミックマーケット 92] 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、本日 7 月 21 日より、2017 年 8 月 11 日（金・祝）～13 日（日）開催「コミックマーケット 92」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 ： http://www.comiket.co.jp/ 

コミックマーケット 92 ホビーストック出展情報 ： http://www.hobbystock.jp/sp/cm92/ 

 

■ 出展概要 

＜イベント名＞コミックマーケット 92 

＜イベント開催日時＞2017 年 8 月 11 日（金・祝）～13 日（日） 10:00～17:00（最終日は～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 4 階企業ブース No.3245 

 

■ 販売アイテム 

  ●Re:ゼロから始める異世界生活 

【先行】【描き下ろし】【特典付き】 

Re:ゼロから始める異世界生活 描き下ろし等身大タペストリー レム 

販売価格(税込)￥9,000 

 

TV アニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』から、「レム」の描き下ろし

イラストを使用した等身大タペストリーが登場！ 

透明感溢れる清楚な白ワンピース姿でいつものメイド服とは一味違

った魅力のレムです！ 

 

【コミックマーケット 92 会場購入特典】 

「マイクロファイバータオル」 

 

【描き下ろし】 

Re:ゼロから始める異世界生活 描き下ろし B2 タペストリー レム＆ラム 

販売価格(税込)￥3,000 

 

TV アニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』から、「レム」と「ラム」の描き下ろしイラストを使

用した B2 サイズタペストリーが登場！ 

ベビードール衣装で魔性の魅力たっぷりのレム＆ラムをご堪能ください！ 



 

 

  ●ガヴリールドロップアウト 

【限定】【描き下ろし】 

ガヴリールドロップアウト 描き下ろし B2 タペストリー サターニャ 

販売価格(税込)￥3,000 

 

TV アニメ『ガヴリールドロップアウト』から描き下ろしイラストを使用した B2 サイズのタペス

トリーが登場！ 

悪魔的魅力（デビルズチャーム）！うざかわいいサターニャの水着イラスト仕様！ 

キャラクターデザイン 熊谷勝弘 氏描き下ろしです！ 

 

 

  ●この素晴らしい世界に祝福を！2 

【限定】【描き下ろし】 

この素晴らしい世界に祝福を！2 描き下ろし B2 タペストリー アクア＆めぐみん 

販売価格(税込)￥3,000 

 

TV アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！2』から描き下ろしイラストを使用した B2 サイズ

のタペストリーが登場！ 

水の駄女神様アクアと爆裂かわいいめぐみんの水着イラスト仕様！ 

 

 

  ●ヤマノススメ セカンドシーズン 

【限定】【描き下ろし】 

ヤマノススメ セカンドシーズン 描き下ろし B2 タペストリー ～羊羹食べる？～ 

販売価格(税込)￥3,000 

 

新作 OVA＆TV アニメ 3 期が発表された『ヤマノススメ セカンドシーズン』から描き下ろし

イラストを使用した B2 サイズのタペストリーが登場！ 

セカンドシーズン 12 話より、多峯主山にて以前ひなたがくれた羊羹をあおいが半分こして

食べようと言ったラストシーンのその後をイメージしました！ 

 

 

  ●やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 

【限定】 

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 ふんわりタオル 4 種 

販売価格(税込)各￥3,000 

 

TV アニメ『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続』より「雪ノ

下雪乃」「由比ヶ浜結衣」「一色いろは」「雪乃＆結衣」のイラストを使

用したタオル 4 種が登場！ 

毛足が長くふんわりした肌触りのタオルです！ 

 

 



【限定】 

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 フルグラフィック T シャツ 3 種 

販売価格(税込)各￥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。続』よりイラストをフルカラーで全面にプリントした T シャツが登場です。 

「雪ノ下 雪乃」＆「由比ヶ浜 結衣」の「水着 ver.」「制服 ver.」「お嬢様 ver.」の 3 種を発売！ 

 

 

【限定】【再販】 

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 

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。続』より「雪ノ下 雪乃」＆「由比ヶ浜 結衣」のクリアファイルが登場！ 

ゆきのんとガハマさん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。 

 

 

【限定】 

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.2 

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。続』より「雪ノ下雪乃」「由比ヶ浜結衣」「一色いろは」のクリアファイルが

登場！ 



ゆきのん、ガハマさん、いろはす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。 

 

 

  ●ストライク・ザ・ブラッド II OVA 

【限定】 

ストライク・ザ・ブラッド Ⅱ OVA マイクロファイバーバスタオル 2 種 

販売価格(税込)各￥6,000 

 

『ストライク・ザ・ブラッド Ⅱ OVA』より、姫柊雪菜のイラストをプリントしたマイクロファイバーバスタオル 2 種類が登場！ 

表面のイラストプリント面は発色が良い超高画質印刷で、裏面は吸水性が良い実用性も兼ね備えた最高品質生地を使用し

ています！ 

 

【限定】 

ストライク・ザ・ブラッド Ⅱ OVA クリアファイルセット 

販売価格(税込)￥1,000 

 

『ストライク・ザ・ブラッド Ⅱ OVA』より、セクシーなイラストを多数使用した A4 サイズのクリアファイル 3 枚セットが登場！ 



 

 

  ●戦姫絶唱シンフォギアＧＸ 

【限定】 

戦姫絶唱シンフォギアＧＸ クリアファイル 7 枚セット 

販売価格(税込)￥2,000 

 

『戦姫絶唱シンフォギアＧＸ』よりクリアファイル 7 枚セットが登場！ 

第 3 期の名シーンやもしかしたらあったかもしれない日常風景などホビーストックのための描き下ろしイラスト 7 点を使用した

A4 サイズのクリアファイルです！ 

 

 

  ●結城友奈は勇者である 

【先行】【特典付き】 

結城友奈は勇者である マイクロファイバーバスタオル 2 種 

販売価格(税込)各￥6,000 

 

TV アニメ『結城友奈は勇者である』から、「結城友奈＆東郷美森」と

「結城友奈＆三好夏凜」のイラストをプリントしたマイクロファイバーバ

スタオル 2 種類が登場！ 

表面のイラストプリント面は発色が良い超高画質印刷で、裏面は吸水

性が良い実用性も兼ね備えた最高品質生地を使用しています！ 

 

【コミックマーケット 92 会場購入特典】 

「A4 サイズクリアファイル」 

 

【描き下ろし】 

結城友奈は勇者である 抱きつかれトートバッグ 2 種 

販売価格(税込)各￥3,500 

 

抱きつかれトートバッグシリーズ第 4 弾！ 

『結城友奈は勇者である』より「結城友奈」「東郷美森」2 人に抱きつかれているように見える！？トートバッグが登場！！ 



ぎゅっと抱きつく友奈と東郷さんのイラストを描き下ろしておりま

す！ 

 

■抱きつかれトートバッグとは… 

肩に掛ければキャラクターに抱きついて貰える！？…ように見え

るトートバッグです。 

 

 

 

 

■ コピーライト 

©長月達平・株式会社 KADOKAWA 刊／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 

©2016 うかみ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／ガヴリールドロップアウト製作委員会 

©2017 暁なつめ・三嶋くろね／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／このすば２製作委員会 

©しろ／アース・スター エンターテイメント／『ヤマノススメ』製作委員会 

©渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。続 

©2016 三雲岳斗／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／PROJECT STB OVA 

©Project シンフォギアＧＸ 

©2017 Project 2H 

©2014 Project 2H 

 

 

 

≪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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【ホームページ】 http://www.hobbystock.co.jp/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

(C)2005-2017 HOBBYSTOCK inc. 


