
2014 年 5 月 21 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 

 

株式会社ホビーストック企画商品「株式会社ホビーストック企画商品「株式会社ホビーストック企画商品「株式会社ホビーストック企画商品「Free!Free!Free!Free!」手ぬぐい」手ぬぐい」手ぬぐい」手ぬぐい 2222 種、キャリングケース種、キャリングケース種、キャリングケース種、キャリングケース 2222 種、マグカップ種、マグカップ種、マグカップ種、マグカップ 5555 種種種種    予約受付開始のお予約受付開始のお予約受付開始のお予約受付開始のお

知らせ知らせ知らせ知らせ    

 

株式会社ホビーストックは、本日 5 月 21 日より、弊社企画商品「ぴくりる！ Free! 手ぬぐい（フレンズ/ビッグウェー

ブ）」「ぴくりる！ Free! キャリングケース（A/B）」「ぴくりる！ Free! マグカップ（七瀬 遙/橘 真琴/松岡 凛/葉月 

渚/竜ヶ崎 怜）」の予約受付を開始したこと及び、「Free! グラス（A/B）」、「Free!カラビナ（七瀬 遙/橘 真琴/松岡 

凛」）」の 2 次生産が決定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/ 

 

 

■ 「「「「ぴくりる！ぴくりる！ぴくりる！ぴくりる！ Free!  Free!  Free!  Free! 手ぬぐい手ぬぐい手ぬぐい手ぬぐい（（（（フフフフレンズレンズレンズレンズ////ビッグウェーブビッグウェーブビッグウェーブビッグウェーブ））））」」」」商品説明商品説明商品説明商品説明    

TV アニメ「Free!」から、ぴくりる！柄の手ぬぐいが登場です。 

独特の風合いが人気の手ぬぐいにカワイイキャラクターをちり

ばめました！ 

夏にはもちろんのこと、季節を問わず持っていると便利なアイ

テムです。 

 

＜ラインナップ＞ 

ぴくりる！ Free! 手ぬぐい フレンズ 

ぴくりる！ Free! 手ぬぐい ビッグウェーブ 

 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

サイズ：縦約 350mm×横約 900mm 

素材：綿 

価格：各 1,000 円＋税 

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2014 年 7 月予定 

 



 

■ 「「「「ぴくりる！ぴくりる！ぴくりる！ぴくりる！ Free!  Free!  Free!  Free! キャキャキャキャリングケースリングケースリングケースリングケース（（（（AAAA////BBBB））））」」」」商品説明商品説明商品説明商品説明    

TV アニメ「Free!」から、ぴくりる！柄が可愛いキャリングケース

が登場です。 

半透明な素材を生かしたふんわりしたデザインで書類や小物

の整理もはかどります。 

またフタの開閉でキャラクターたちが見えたり隠れたり…使うた

びに新鮮な出会いを楽しんでください！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ぴくりる！ Free! キャリングケース A 

ぴくりる！ Free! キャリングケース B 

 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

サイズ：横約 320mm×縦約 240mm×厚み約 30mm 

素材：PVC 

価格：各 1,200 円＋税 

 

■ 発発発発売日売日売日売日    

2014 年 7 月予定 

 

 

 

■ 「「「「ぴくりる！ぴくりる！ぴくりる！ぴくりる！ Free!  Free!  Free!  Free! マグカップマグカップマグカップマグカップ（（（（七瀬七瀬七瀬七瀬    遙遙遙遙////橘橘橘橘    真琴真琴真琴真琴////松岡松岡松岡松岡    凛凛凛凛////葉月葉月葉月葉月    渚渚渚渚////竜ヶ崎竜ヶ崎竜ヶ崎竜ヶ崎    怜怜怜怜））））」」」」商品説明商品説明商品説明商品説明    

TV アニメ「Free!」から、ぴくりる！柄が可愛いマグカップが登場

です。 

アラビアン姿のキャラクターをデザインしたマグカップで渇きを

満たしてください！ 

 

＜ラインナップ＞ 

ぴくりる！ Free! マグカップ 七瀬 遙 

ぴくりる！ Free! マグカップ 橘 真琴 

ぴくりる！ Free! マグカップ 松岡 凛 

ぴくりる！ Free! マグカップ 葉月 渚 

ぴくりる！ Free! マグカップ 竜ヶ崎 怜 

 

■ 商品仕様商品仕様商品仕様商品仕様    

サイズ：直径約 80mm×高さ約 90mm 

素材：陶器 

価格：各 1,000 円＋税 

 

■ 発売日発売日発売日発売日    

2014 年 7 月予定 

 

 

 

 

■ 「「「「Free! Free! Free! Free! グラスグラスグラスグラス（（（（A/BA/BA/BA/B））））、カラビナ（、カラビナ（、カラビナ（、カラビナ（七瀬七瀬七瀬七瀬    遙遙遙遙////橘橘橘橘    真琴真琴真琴真琴////松岡松岡松岡松岡    凛凛凛凛））））」」」」2222 次生産決定！次生産決定！次生産決定！次生産決定！    

「Free! グラス（A/B）」、「Free!カラビナ（七瀬 遙/橘 真琴/松岡 凛）」の 2 次生産が決定。 

本日 5 月 21 日より予約受付を開始しました。 



 

発売日：2014 年 7 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） 

 

【ホビーストック WEB ショップ商品ページ】 

ぴくりる！ Free! 手ぬぐい フレンズ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000694 

ぴくりる！ Free! 手ぬぐい ビッグウェーブ 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000695 

ぴくりる！ Free! キャリングケース A 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000687 

ぴくりる！ Free! キャリングケース B 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000688 

ぴくりる！ Free! マグカップ 七瀬 遙 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000689 

ぴくりる！ Free! マグカップ 橘 真琴 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000690 

ぴくりる！ Free! マグカップ 松岡 凛 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000691 

ぴくりる！ Free! マグカップ 葉月 渚 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000692 

ぴくりる！ Free! マグカップ 竜ヶ崎 怜 

http://www.hobbystock.jp/item/view/hso-ccg-00000693 

 

 

「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/ 

 



 

 

 

 

≪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)2005-2014 HOBBYSTOCK inc. 

 


