2013 年 6 月 27 日

メディア関係者各位

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
E-mail：ws@hobbystock.jp

ホビーストック「
ホビーストック「Free!」アイテムプロジェクト始動！
Free!」アイテムプロジェクト始動！特設ページ本日オープン！
」アイテムプロジェクト始動！特設ページ本日オープン！
企画商品第
企画商品第 1 弾「Free!」
Free!」ファスナーアクセサリー5
ファスナーアクセサリー5 種、携帯ストラップ
種、携帯ストラップ 2 種、校章ピンズ 2 種
予約受付開始のお知らせ
7 月放送開始の TV アニメ「Free!」の、ホビーストックによるアイテムプロジェクト始動！
本日 6 月 27 日より、ホビーストックの「Free!」アイテム情報をまとめた特設ページをオープンすると共に、弊社企画
商品第 1 弾「Free! ファスナーアクセサリー（5 種）」「Free! 携帯ストラップ（2 種）」「Free! 校章ピンズ（2 種）」の予約
受付を本日 6 月 27 日より開始したことをお知らせいたします。
各商品は全国の玩具店、大手家電量販店、WEB 通販サイト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/
TV アニメ『Free!』公式サイト ： http://iwatobi-sc.com/

■ 特設ページ
特設ページ本日オープン！
ページ本日オープン！
ホビーストックの「Free!」アイテム情報をまとめた特設ページを本日 6 月 27 日オープンいたしました。
購入特典の情報など、アイテムに関する詳細をご確認いただけます。
特設ページではホビーストック「Free!」アイテムプロジェクトの最新情報を随時お知らせ予定です。
「Free!」アイテム特集 ： http://www.hobbystock.jp/sp/free/

「Free! ファスナーアクセサリー（
ファスナーアクセサリー（5 種）」商品説明
種）」商品説明
＜ラインナップ＞
・Free! ファスナーアクセサリー 七瀬 遙
・Free! ファスナーアクセサリー 橘 真琴
・Free! ファスナーアクセサリー 松岡 凛
・Free! ファスナーアクセサリー 葉月 渚
・Free! ファスナーアクセサリー 竜ヶ崎 怜
TV アニメ「Free!」から、「七瀬 遙」「橘 真琴」「松岡 凛」
「葉月 渚」「竜ヶ崎 怜」のファスナーアクセサリーが登場
です！
水滴をイメージしたビーズをアクセントとしてあしらいまし
た。
洋服やバッグのファスナーに取り付けていただけるのはも
ちろん、「Free! 携帯ストラップ」(別売)に取り付けてお楽し
みいただけます。
※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。
ご了承ください。
■ 商品仕様
商品仕様
チャーム部サイズ：縦約 30mm×横約 18mm
素材：真鍮・アクリル
税込み価格：各 525 円（税抜き価格：各 500 円）
■ 発売日
2013 年 7 月

■ 「Free! 携帯ストラップ（
携帯ストラップ（2 種）」商品説明
種）」商品説明
＜ラインナップ＞
・Free! 携帯ストラップ 岩鳶高校
・Free! 携帯ストラップ 鮫柄学園
TV アニメ「Free!」から、チャームつきの携帯ストラップが登
場！
ストラップ本体は岩鳶高校、鮫柄学園のジャージをモチー
フとしたデザインで、チャームには校章をあしらいました。
さらに「Free! ファスナーアクセサリー」(別売)をストラップに
取り付けてお楽しみいただけます。
※イラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。
ご了承ください。
■ 商品仕様
サイズ：全長約 180mm（ストラップ紐・チャーム含む）
ストラップベルト部サイズ：縦約 65mm×横 15mm
チャーム部サイズ：縦約 25mm×横約 25mm
素材：PVC・真鍮
税込み価格：各 840 円（税抜き価格：各 800 円）

■ 発売日
2013 年 7 月

■ 「Free! 校章ピンズ（
校章ピンズ（2 種）」商品説明
種）」商品説明
＜ラインナップ＞
・Free! 校章ピンズ 岩鳶高校
・Free! 校章ピンズ 鮫柄学園
TV アニメ「Free!」から、遙たちが通う岩鳶高校と凛が通う
鮫柄学園の校章をモチーフとしたピンズが登場です！
岩鳶（IWATOBI）の「I」と「T」に羽を広げた鳶のデザイン、
鮫柄（SAMEZUKA）の「S」と「Z」に鮫のヒレのデザインがク
ール！
洋服やバックにとりつければ、あなたも岩鳶、鮫柄の生徒
に！？
※写真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
サイズ：（岩鳶高校）縦約 23mm×横約 22mm
サイズ：（鮫柄学園）縦約 23mm×約 23mm
素材：真鍮
税込み価格：各 525 円（税抜き価格：各 500 円）
■ 発売日
2013 年 7 月

■ ホビーストック購入特典企画
ホビーストック Web ショップで購入された方に、ペーパーコースターが特典で付属します。全 5 種類。
※対象商品 1 つご購入につき、5 種類のうちの 1 つがランダムで付属。種類は選べません。
ホビーストック WEB ショップ商品ページ
Free! ファスナーアクセサリー 七瀬 遙
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000350
Free! ファスナーアクセサリー 橘 真琴
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000351
Free! ファスナーアクセサリー 松岡 凛
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000352
Free! ファスナーアクセサリー 葉月 渚
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000353
Free! ファスナーアクセサリー 竜ヶ崎 怜
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000354
Free! 携帯ストラップ 岩鳶高校
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000348
Free! 携帯ストラップ 鮫柄学園
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000349

Free! 校章ピンズ 岩鳶高校
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000346
Free! 校章ピンズ 鮫柄学園
http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000347

■ 発売元・販売元
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
(C)おおじこうじ・京都アニメーション／岩鳶高校水泳部

≪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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