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株式会社株式会社株式会社株式会社ホビーストックホビーストックホビーストックホビーストック企画商品企画商品企画商品企画商品    

「「「「Free! Free! Free! Free! スライドミラースライドミラースライドミラースライドミラー3333 種、種、種、種、ファスナーアクセサリーファスナーアクセサリーファスナーアクセサリーファスナーアクセサリー    岩鳶ちゃん岩鳶ちゃん岩鳶ちゃん岩鳶ちゃん    水着水着水着水着 ver.ver.ver.ver.」」」」予約受付開始予約受付開始予約受付開始予約受付開始、、、、    

「「「「岩美花火祭り岩美花火祭り岩美花火祭り岩美花火祭り」」」」ににににおけるおけるおけるおける「「「「Free!Free!Free!Free!    ファスナーアクセサリーファスナーアクセサリーファスナーアクセサリーファスナーアクセサリー」」」」販売販売販売販売、、、、    

7777 月月月月 28282828 日（日）重大発表のお知らせ日（日）重大発表のお知らせ日（日）重大発表のお知らせ日（日）重大発表のお知らせ    

 

株式会社ホビーストックは、本日 7 月 25 日より、弊社企画商品「Free! スライドミラー 3 種（岩鳶高校/鮫柄学園

/岩鳶ちゃん）」「Free! ファスナーアクセサリー 岩鳶ちゃん 水着 ver.」の予約受付を開始したことをお知らせい

たします。 

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。 

また、7 月 27 日（土）開催の「岩美花火祭り」にて、「Free! ファスナーアクセサリー」が販売されることが決定しまし

た。 

 

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/ 

「Free!」アイテム特集 ： http://www.hobbystock.jp/sp/free/ 

 

 

 

■ 「「「「Free! Free! Free! Free! スライドミラースライドミラースライドミラースライドミラー 3 3 3 3 種（岩鳶高校種（岩鳶高校種（岩鳶高校種（岩鳶高校////鮫柄学園鮫柄学園鮫柄学園鮫柄学園////岩鳶ちゃん）岩鳶ちゃん）岩鳶ちゃん）岩鳶ちゃん）」商品説明」商品説明」商品説明」商品説明    

TV アニメ「Free!」から、スライドミラーが登場！ 

カバーを横にスライドさせると丸いミラーが現れます。 

ボールチェーン付きでバッグなどにさげちゃおう！ 

 

※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 

 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

●岩鳶高校 

サイズ：縦約 69mm×横約 45mm 

●鮫柄学園 

サイズ：縦約 69mm×横約 45mm 

●岩鳶ちゃん 

サイズ：縦約 50mm×横約 45mm 

素材：アクリル 

税込み価格：各 735 円（税抜き価格：各 700 円） 

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2013 年 9 月 

 

 



 

 

■ 「「「「Free! Free! Free! Free! ファスナーアクセサリーファスナーアクセサリーファスナーアクセサリーファスナーアクセサリー    岩鳶ちゃん岩鳶ちゃん岩鳶ちゃん岩鳶ちゃん    水着水着水着水着 ver.ver.ver.ver.」商品説明」商品説明」商品説明」商品説明    

TV アニメ「Free!」から、岩鳶町のゆるキャラ「岩鳶ちゃ

ん」のファスナーアクセサリーが登場です！ 

渚たちが水泳部の勧誘に使った、水着バージョンでの商

品化！ 

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。 

 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

チャーム部サイズ：縦約 44mm×横約 34mm 

素材：真鍮 

税込み価格：525 円（税抜き価格：500 円） 

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2013 年 9 月 

    

    

■ 発売元・発売元・発売元・発売元・販売元販売元販売元販売元    

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/ 

 

■ コピーライトコピーライトコピーライトコピーライト    

(C)おおじこうじ・京都アニメーション／岩鳶高校水泳部 

 

 

 

■ ホビーストック購入特典ホビーストック購入特典ホビーストック購入特典ホビーストック購入特典「ペーパーコースター」「ペーパーコースター」「ペーパーコースター」「ペーパーコースター」    

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。 

「ぴくりる！ Free! トレーディングストラップ」は、「七瀬 遙 水着

エプロン ver.」ラバーストラップとのダブル特典となります。 

※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。 

 

特典仕様 

角丸（角丸半径 5mm）型 

サイズ：90×90mm 

用紙：コースター専用紙（紙厚 1mm） 

 

「Free!」アイテム特集ページで特典キャンペーン展開中です。 

http://www.hobbystock.jp/sp/free/ 

 



＜対象商品ページ＞ 

Free! スライドミラー 岩鳶高校 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000381 

Free! スライドミラー 鮫柄学園 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000382 

Free! スライドミラー 岩鳶ちゃん 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000383 

Free! ファスナーアクセサリー 岩鳶ちゃん 水着 ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000380 

ぴくりる！ Free! トレーディングストラップ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000378 

ぴくりる！ Free! 扇子 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000379 

Free! 扇子 岩鳶高校水泳部 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000370 

Free! グラス 遙＆真琴＆凛＆渚＆怜 A 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000371 

Free! グラス 遙＆真琴＆凛＆渚＆怜 B 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000375 

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 

 



 

■ 「「「「岩美花火祭り岩美花火祭り岩美花火祭り岩美花火祭り」」」」にてにてにてにて「「「「Free!Free!Free!Free!」グッズ」グッズ」グッズ」グッズのののの販売販売販売販売が決定が決定が決定が決定！！！！    

「Free!」の舞台のモデルにもなった鳥取県岩美町で 7 月 27 日

（土）に開催される「岩美花火祭り」の岩美町地域おこし協力隊

ブースにて、弊社商品「Free! ファスナーアクセサリー」が販売

されます！ 

1 商品につきホビーストック購入特典コースターが1 枚ランダム

で付属。 

さらに、購入された先着 100 名様に、田後港産のスルメイカと

焼サバが無料で提供されます。 

http://iwamikanko.org/articles/view/92 

 

■岩美花火祭り（第 26 回 浦富海岸 元気フェスティバル）開

催概要 

開催日：2013 年 7 月 27 日（土） 

場所：浦富第一駐車場 

 

【販売グッズ】 

Free! ファスナーアクセサリー 

 

お問い合わせ先：岩美町観光協会 

TEL：0857-72-3481 

〒681-0003  

鳥取県岩美郡岩美町浦富 783-8 

http://iwamikanko.org/ 

 

 

■ 7777 月月月月 22228888 日日日日（日）（日）（日）（日）、、、、重大発表重大発表重大発表重大発表を行いを行いを行いを行いますますますます！！！！    

7 月 28 日（日）午前 10 時、「Free！」アイテムについての重大発表を行います。 

特設ページにて発表いたしますので、ご期待ください。 

「Free!」アイテム特集 ： http://www.hobbystock.jp/sp/free/ 

 

 

 

 

 

≪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)2005-2013 HOBBYSTOCK inc. 

 


