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コミックマーケット 93 「ホビーストック」 事後通販のお知らせ 

 

株式会社ホビーストックは、1 月 19 日 17 時より、コミックマーケット 93「ホビーストック」ブースで販売いたしました一部商品につ

きまして、ホビーストック WEB ショップにて数量限定及び期間限定で事後通販を行います。 

 

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 93 ホビーストック出展情報 ： http://www.hobbystock.jp/sp/cm93/ 

 

＜販売商品＞ 

ブレイブウィッチーズ 描き下ろし B2 タペストリー エイラ＆サーニャ 

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.3 

Re:ゼロから始める異世界生活 マイクロファイバーバスタオル レム 

Re:ゼロから始める異世界生活 クリアファイルセット 

ストライク・ザ・ブラッド Ⅱ OVA フリースブランケット 姫柊雪菜 制服 ver.A 

ストライク・ザ・ブラッド Ⅱ OVA フリースブランケット 姫柊雪菜 制服 ver.B 

ストライク・ザ・ブラッド Ⅱ OVA フリースブランケット 雪菜＆紗矢華 

ストライク・ザ・ブラッド Ⅱ OVA クリアファイルセット vol.2 

ヤマノススメ おもいでプレゼント フリースブランケット ～今度は雪山に挑戦だ！～ 

ヤマノススメ おもいでプレゼント クリアファイルセット 

 

・注文受付期間：2018 年 1 月 19 日（金）17 時より 1 月 31 日（水）17 時まで  

・商品は全て数量限定ですので、無くなり次第終了となります。また、受付期間終了後のご注文は承れません。予めご了承く

ださい。 

・お届け時期：2018 年 1 月 22 日（月）より順次出荷させていただきます。 

・予約商品との同時注文はご遠慮ください。月末自動組み換えの対象となってしまいます。 

・銀行振り込みでご注文の場合のご入金期限は、注文日より 1 週間とさせていただきます。 

 

 

  ●ブレイブウィッチーズ 描き下ろし B2 タペストリー エイラ＆サーニャ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003174 

 

『ブレイブウィッチーズ』より「エイラ」と「サーニャ」の描き下ろしイラストを使用した

B2 タペストリーが発売決定！ 

「ブレイブウィッチーズ ペテルブルグ大戦略」より、念願のサーニャと二人でペテ

ルブルグの街にお出かけしたエイラをイメージしました！ 

 



サイズ：B2 サイズ（縦 728mm×横 515mm) 

素材：ポリエステルスエード 

パイプ・紐付き 

価格：3,000 円+税 

 

 

  ●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.3 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003175 

 

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」のクリアファイル新作が登場！ 

ゆきのん、ガハマさん、いろはすの水着イラストを使用したA4 サイズのクリアファイ

ル 3 枚セットです。 

 

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 

価格：1,000 円+税 

 

 

  ●Re:ゼロから始める異世界生活 マイクロファイバーバスタオル レム 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003176 

 

TV アニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』から、マイクロファイバーバスタオル

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！ 

 

サイズ：縦約 1200mm×横約 600mm 

素材：マイクロファイバー 

価格：6,000 円+税 

 

 

  ●Re:ゼロから始める異世界生活 クリアファイルセット 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003177 

 

TV アニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』より、レムとラムの可愛いイラスト

を多数使用した A4 サイズのクリアファイル 3 枚セットが登場！ 

 

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 

価格：1,000 円+税 

 

 



  ●ストライク・ザ・ブラッド Ⅱ OVA フリースブランケット 

姫柊雪菜 制服 ver.A http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003178 

姫柊雪菜 制服 ver.B http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003179 

雪菜＆紗矢華 http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003180 

 

『ストライク・ザ・ブラッド Ⅱ OVA』より、フリースブランケットが登場！ 

「姫柊雪菜」と「雪菜＆紗矢華」のセクシーなイラストを使用した全 3 種類！ 

表は抱き枕カバーなどにも使われる2wayトリコット生地にイラストをプリントしており

発色が良く高クオリティ！裏は毛足が長くあたたかなフリース素材仕様です！ 

 

サイズ：縦約 900mm×横約 650mm 

素材：［表］2way トリコット/［裏］フリース（ホワイト） 

価格：各 5,000 円+税 

 

 

  ●ストライク・ザ・ブラッド Ⅱ OVA クリアファイルセット vol.2 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003181 

 

『ストライク・ザ・ブラッド Ⅱ OVA』より、「姫柊雪菜」と「雪菜＆紗矢華」のセクシー

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 枚セット第二弾が登場！ 

 

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 

価格：1,000 円+税 

 

 

  ●ヤマノススメ おもいでプレゼント フリースブランケット ～今度は雪山に挑戦だ！～ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003182 

 

OVA『ヤマノススメ おもいでプレゼント』よりキャラクターデザイン 松尾祐輔 

氏イラストを使用したフリースブランケットが登場！ 

表は抱き枕カバーなどにも使われる 2way トリコット生地にイラストをプリントし

ており発色が良く高クオリティ！裏は毛足が長くあたたかなフリース素材仕様

です！ 

 

サイズ：縦約 900mm×横約 650mm 

素材：［表］2way トリコット/［裏］フリース（ホワイト） 

価格：5,000 円+税 

 

 

 

 

 



  ●ヤマノススメ おもいでプレゼント クリアファイルセット 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00003183 

 

OVA『ヤマノススメ おもいでプレゼント』より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 枚セットが登場！ 

 

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 

価格：1,000 円+税 

 

 

 

■ コピーライト 

©2016 島田フミカネ・KADOKAWA／第 502 統合戦闘航空団 

©渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。続 

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

©しろ／アース・スター エンターテイメント／『ヤマノススメ おもいでプレゼント』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)2005-2018 HOBBYSTOCK inc. 


