報道関係者各位
ペン回し

２００８年 １月 ３１日
専用ボールペン 登場！ ペン回し達人の知恵を集結した究極の１本！

日本ペン回し協会

『PEN'Z GEAR（ペンズギア）
』２月２１日発売！

と共同開発

初心者でも分かりやすいティーチングDVD で、あなたも華麗なるペン回しの世界に入門！
〜２/１(金)、２/２(土)、２/３(日) キデイランド原宿店にて『PEN Z GEAR』 先行販売イベント開催！〜

株式会社タカラトミー
株式会社タカラトミー(代表取締役社長：富山幹太郎/以下タカラトミー)は、日本ペン回し協会(協会代表：
塚田雅樹)※との共同開発商品として、 回しやすさ を追求したペン回し専用ペン『PEN'Z GEAR（ペンズギア）』
を、単品５２５円(税込/第一弾１２種)にて、また、ペン回しのティーチング DVD とペン２本がセットになった
『ペンスピニング DVD セット』を１，５７５円(税込/第一弾２種)にて、２００８年２月２１日より発売いたします。
ペン回しは、手遊びの一つと思われていましたが、近年では 競技 として、インターネットをフィールドに世界中
で楽しまれています。タカラトミーは、「ペン一本あれば、世界と繋がる」というペン回しの最大の魅力を、誰に
でも気軽に体験して欲しいという思いのもと、『PEN'Z GEAR』を発売いたします。

★ 「回しやすさ」を追求して設計された、ペン回し専用ペン『PEN'Z GEAR』誕生！
『PEN Z GEAR』は、タカラトミーと日本ペン回し協会が共同開発した、ペン回しがしやすいように設計された
ペンです。『PEN'Z GEAR』の特徴は以下のようになっております。

① 左右のバランス：
『PEN Z GEAR』は、重心が中心にあるため、左右のバランスが均等で初心者にも回しやすく設計されていま
す。上級技に挑戦する場合は、両端にある金属製のウェイト(メタルウェイト)を取り外したり、付け加えたりする
ことによって(０．６ｇ単位)、ユーザーの回しやすいバランスにカスタムすることが可能です。
② 重量：
通常のペンは、書きやすくするため、軽くなっていますが、『PEN Z GEAR』は約１３ｇと若干重く、初心者でも
ペン回しがしやすい重さです。両端のメタルウェイトの数を調整することにより、重量のカスタムが可能です。
③ 長さ＆直径：
一番ペン回しがしやすい設計を追求した『PEN Z GEAR』は、全長１９０mm、太さ直径９.７mmです。
『PEN'Z GEAR』は、普通のボールペンとしても使用可能であり、第一弾では全１２種、６色(黒、赤、青、緑、
オレンジ、紫)を発売いたします。ペン側面のデザインは、国内外で高い評価を得ているデザイン制作会社、
フリフリカンパニー株式会社(代表取締役：平井カズ)が担当し、社会人でも違和感のないチェック柄や、女の子
でも持ちやすいキャラクターがあしらわれたデザインなど、４種類をご用意いたしました。同時発売の『ペンスピ
ニング DVD セット』(第一弾全２種)は、１１種類の華麗な技や、日本ペン回し協会の一流スピナーによる丁寧な
ティーチング映像を収録した DVD とペン２本がセットになった商品で、初心者の方でもすぐに練習ができる
スターターセットとなっております。『PEN'Z GEAR』は、仕事や勉強の合間の気分転換として、また、どこでも
披露できる芸として活用していただけます。

★ インターネットを通じて「Pen Spinning」という世界的な競技に発展したペン回し
ペン回しはもはや、ペン一本で誰でも参加できる国際交流！
かつては「浪人回し」とも呼ばれ、ペンをクルクルと手の中で回し、手遊びとして学生を中心に流行したペン
回しは、近年では「Pen Spinning（ペンスピニング）」という新たな 競技 として発展し、世界中の注目を集めてい
ます。このようなムーブメントには、インターネットの発達が背景にあります。当初、ペン回しは友達同士のよう
な小さなコミュニティーで楽しまれていましたが、ウェブサイトの充実により、各地に散在していたペン回しに
関する情報が一箇所に集約し、掲示板やメールを通じてコミュニティー間の交流が深まり、全国的なペン回し
愛好家のコミュニティーが形成されました。そして、動画投稿サイトの登場により、世界各地から Pen Spinning
の映像が投稿され、言語を超えた 映像 でペン回しが表現され始めたのをきっかけに、ペン回しの魅力は国境
を越えました。現在では、韓国、アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、カナダ、オーストラリア、ベトナム、インド、
タイなど、全世界にスピナー(ペン回しをする人)が存在し、国際交流の手段となっております。スピナーの増加
と同時に、高度で華麗な技が次々と開発され、現在では１００種類を超える技が発表されています。２００７年
２月には、インターネットを通じて、国際大会「Pen Spinning World Tournament」が開催されるなど、ペン回しは
高度な技の完成度を競う 競技 として発展しております。また、手先を動かす動作が脳を活性化することから、
リハビリやトレーニングへの導入など、ペン回しは多くの可能性を持っております。タカラトミーと日本ペン回し
協会は、本製品の発売をきっかけに、一人でも多くの方に、「ペン一本あれば、世界と繋がる」という
Pen Spinning 最大の魅力を体験して欲しいという思いを込めて、ペン回し専用ペン『PEN Z GEAR』を２００８年
２月２１日に発売いたします。

★ 今後のイベント・大会情報！
● ２/１(金)、２/２(土)、２/３(日) キデイランド原宿店にて『PEN Z GEAR』 先行販売イベント開催！
日時：２/１(金)、２/２(土)、２/３(日) １０時〜２１時 (店舗営業時間)
場所：キデイランド原宿店
住所：東京都渋谷区神宮前６−１−９
公式ホームページ：http://www.kiddyland.co.jp/
キデイランド原宿店にて、２月２１日に発売する『PEN Z GEAR』を一足早くご購入していただけます！
当日は、日本ペン回し協会から、達人の方をお招きして、店頭で実演をしていただきます。今まで、テレビ
やインターネットでしか見たことがなかった、達人の華麗なる技を目の前で見ていただくことができます！
● ３月下旬、ペン回し全国大会「Ｊapan Ｐen Spinning Ｔournament 2008」を開催致します！
（２月中旬 Web 上での予選開始、３月下旬 本大会を実施）
日本一のスピナーを決定する全国大会が日本ペン回し協会主催で開催されます。インターネット上での
大会は過去にも開催されましたが、今大会では、予選を勝ち抜いたトップスピナー達が一堂に会し、最高
レベルの技を会場で競い合います。この大会でペン回しの 日本チャンピオン が誕生致します。
大会に関する問い合わせ
日本ペン回し協会：http://www.pen-spinning..org/
連絡先：infoc@pen-spinning.org

※ 「日本ペン回し協会」とは
ペン回しの普及と振興のため、また、ペン回しを通じた国際理解を目的として、2007 年 7 月に設立された任意団体。
日本を代表する一流スピナーが数多く在籍し、日々ペン回しの技術向上を目指し活動している。

公式ホームページ http://www.pen-spinning..org/

〈 商 品 概 要 〉
商 品 名

： 『PEN Z GEAR (ペンズギア) 』
（第一弾 全 12 種）
・PG‑01 ヘル＆ヘブン ブラック
・PG‑02 ファイアフォックス

レッド
・PG‑03 ジオメトリックキューブ ブルー
・PG‑04 グッディゴースト グリーン
・PG‑05 ジオメトリックキューブ オレンジ ・PG‑06 ファイアフォックス パープル
・PG‑07 グッディゴースト ブラック
・PG‑08 ヘル＆ヘブン レッド
・PG‑09 ファイアフォックス ブルー
・PG‑10 ジオメトリックキューブ グリーン
・PG‑11 グッディゴースト オレンジ
・PG‑12 ヘル＆ヘブン パープル
ボールペンカラーは全6 色 （赤・黒・青・緑・オレンジ・紫 ） ※キャップの色がインクの色に対応しています

価
格 ：
セット内容 ：
商品サイズ ：
重
量 ：
バッテリー ：
発 売 日 ：
取扱い場所 ：
初年度出荷目標

525 円（税抜価格 500 円 税 5％）
ペン回し専用ペン×1 本、取扱説明書×1
（W）10×（H）190×（D）10mm
約 13g
不要
2008 年 2 月 21 日
全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場 他
： 10 万本（08 年3 月まで）、100 万本（年間）

商品名： 『ペンスピニングＤＶＤセット ノーマル回転決め技系』
『ペンスピニングＤＶＤセット ソニックフリースタイル系』

ノーマル回転決め技系

ソニックフリースタイル系

価格： 各1,575 円 (税抜価格1,500 円)
商品内容：ペン回し専用ペン×2 本
ティーチングDVD×1 枚
取扱説明書×1
【ノーマル回転決め技系DVD 収録技】
ノーマル・リバース・フィンガーパス・バックアラウンド
・ハーモニック・トルネード
【ソニックフリースタイル系DVD 収録技】
ノーマル・ソニック・ソニックリバース・インフィニティ・
ソニックひねり・ハーモニカルソニック

＜報道各位から本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社タカラトミー 広報課
TEL 03-5654-1280
FAX 03-5654-1380
＜読者から商品に関するお問い合わせ先＞
株式会社タカラトミー お客様相談室 TEL 03-5650-1031
http://www.takaratomy.co.jp

