
2014 年 2 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 

 

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!」」」」ヘアゴムヘアゴムヘアゴムヘアゴム 3333 種種種種    予約受付開始予約受付開始予約受付開始予約受付開始のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

 

株式会社ホビーストックは、本日 2 月 27 日より、弊社企画商品「Free! ゴーグルヘアゴム」「Free! 岩鳶ちゃんヘア

ゴム」「Free! 岩鳶ちゃんコンチョヘアゴム」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。 

 

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! ゴーグルヘアゴムゴーグルヘアゴムゴーグルヘアゴムゴーグルヘアゴム」」」」商品説明商品説明商品説明商品説明    

TV アニメ「Free!」から、ゴーグルをモチーフが可愛いヘアゴムが登

場です。 

金属パーツのゴーグルはキャラクターがつけているものを再現。 

ゴムは「七瀬遙」と「橘真琴」のイメージカラーである青と緑の2本付

き！ 

ヘアゴムとしての用途以外にもブレスレットとしても身に付けること

もでき、普段使いしやすいアイテムです！ 

 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

素材：合金・ゴム 

ゴムサイズ：直径 50mm 

ゴーグルモチーフサイズ：縦約 8mm×横約 27mm 

価格：800 円＋税 

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2014 年 4 月予定 

 

 

■ 「「「「Free! Free! Free! Free! 岩鳶ちゃんヘアゴム岩鳶ちゃんヘアゴム岩鳶ちゃんヘアゴム岩鳶ちゃんヘアゴム」」」」商品説明商品説明商品説明商品説明    

TV アニメ「Free!」から、岩鳶ちゃんをモチーフにしたヘアゴムが登

場です。 

岩鳶ちゃんの顔をプリントしたフェイクパールがポイント！ 

ヘアゴムとしての用途以外にもブレスレットとしても身に付けるこ

ともでき、普段使いしやすいアイテムです！ 

 

※こちらの商品は 2014 年 3 月 22 日、23 日に開催される

「AnimeJapan 2014」にて先行販売いたします。 

 

 



■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

素材：フェイクパール・ゴム 

ゴムサイズ：直径 50mm 

岩鳶ちゃんモチーフサイズ：直径 25mm 

価格：700 円＋税 

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2014 年 3 月予定 

 

 

■ 「「「「Free! Free! Free! Free! 岩鳶ちゃんコンチョヘアゴム岩鳶ちゃんコンチョヘアゴム岩鳶ちゃんコンチョヘアゴム岩鳶ちゃんコンチョヘアゴム」」」」商品説明商品説明商品説明商品説明    

TV アニメ「Free!」から、岩鳶ちゃんをモチーフにしたヘアゴムが登

場です。 

岩鳶ちゃんの顔をプリントしたメタルのコンチョがポイント！ 

ヘアゴムとしての用途以外にもブレスレットとしても身に付けるこ

ともでき、普段使いしやすいアイテムです！ 

 

※こちらの商品は 2014 年 3 月 22 日、23 日に開催される

「AnimeJapan 2014」にて先行販売いたします。 

 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

素材：合金・ゴム 

ゴムサイズ：直径 50mm 

岩鳶ちゃんモチーフサイズ：直径 25mm 

価格：800 円＋税 

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2014 年 3 月予定 

 

 

■ 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    第第第第 3333 弾弾弾弾「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。 

※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/ 

 

 

＜第 3 弾「ペーパーコースター」対象商品ページ＞ 

Free! ゴーグルヘアゴム 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000587 

Free! 岩鳶ちゃんヘアゴム 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000585 

Free! 岩鳶ちゃんコンチョヘアゴム 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000586 

 

＜第 2 弾「ペーパーコースター」対象商品ページ＞ 

ぴくりる！ Free! トレーディングストラップ 2Fr 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000541 

ぴくりる！ Free! アクリルカラビナ 七瀬 遙 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000534 

ぴくりる！ Free! アクリルカラビナ 橘 真琴 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000535 

ぴくりる！ Free! アクリルカラビナ 松岡 凛 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000536 

ぴくりる！ Free! アクリルカラビナ 葉月 渚 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000537 

ぴくりる！ Free! アクリルカラビナ 竜ヶ崎 怜 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000538 

Free! ガールズセット プールサイド 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000533 

Free! ブーツキーパー 遙＆真琴セット 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000532 

ぴくりる！ Free! アイラッシュケース 七瀬 遙 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000522 

ぴくりる！ Free! アイラッシュケース 橘 真琴 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000523 

ぴくりる！ Free! アイラッシュケース 松岡 凛 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000524 

ぴくりる！ Free! アイラッシュケース 葉月 渚 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000525 

ぴくりる！ Free! アイラッシュケース 竜ヶ崎 怜 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000526 

Free! ヘアポニー 七瀬 遙 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000517 

Free! ヘアポニー 橘 真琴 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000518 

Free! ヘアポニー 松岡 凛 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000519 

Free! ヘアポニー 葉月 渚 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000520 

Free! ヘアポニー 竜ヶ崎 怜 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000521 



ぴくりる！ Free! マグネットブックマーカー 七瀬 遙 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000475 

ぴくりる！ Free! マグネットブックマーカー 橘 真琴 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000476 

ぴくりる！ Free! マグネットブックマーカー 松岡 凛 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000477 

ぴくりる！ Free! マグネットブックマーカー 葉月 渚 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000478 

ぴくりる！ Free! マグネットブックマーカー 竜ヶ崎 怜 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000479 

ぴくりる！ Free! ミニシールセット 制服 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000481 

ぴくりる！ Free! ミニシールセット 水着 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000482 

Free! ミニシールセット プールサイド 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000480 

Free! ポストカードセット A 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000395 

Free! ポストカードセット B 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000396 

 

＜第 1 弾「ペーパーコースター」対象商品ページ＞ 

Free! ファスナーアクセサリー 七瀬 遙 制服 ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000389 

Free! ファスナーアクセサリー 橘 真琴 制服 ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000390 

Free! ファスナーアクセサリー 松岡 凛 制服 ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000391 

Free! ファスナーアクセサリー 葉月 渚 制服 ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000392 

Free! ファスナーアクセサリー 竜ヶ崎 怜 制服 ver. 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000393 

ぴくりる！ Free! お守り 七瀬 遙（大願成就） 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000384 

ぴくりる！ Free! お守り 橘 真琴（身体健全） 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000385 

ぴくりる！ Free! お守り 松岡 凛（必勝祈願） 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000386 

ぴくりる！ Free! お守り 葉月 渚（順風満帆） 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000387 

ぴくりる！ Free! お守り 竜ヶ崎 怜（学業成就） 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000388 

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 

 

 

 

 

≪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)2005-2014 HOBBYSTOCK inc. 

 


