


History of “Floating Pen”

ペンを傾けるとオイルの中をキャラクターが動いたり、変化したり、
女の子が裸になっちゃったり...！?
誰もが一度は触れたことのあるおなじみの ”あの”ボールペン。

約６秒間の”浮遊時間”に制作者の思いを込められるオリジナル性
の高いアイテム。

今もなお”書けなくなっても持っていたいペン”としてコレクターズア
イテムとしても人気です。
世界中にコレクターがおり、国境を越えての交流も盛んで、
レアなペンは高値でトレードされることも。

70年以上たった現在でも世界各地の観光名所のお土産、キャラク
ターやアーティストグッズ、企業のノベルティーとして様々な場面で
活躍している人気の商品です。

実はこのボールペン、全てオリジナルのデザインでオーダーメイド製
作が可能です。

あなただけの”　　 ”をこめ、大切な方に届けることができる、
ちょっと隠れた、そんな素敵なプロセスがある文房具。

“ボールペンが魅せる、たった６秒間の物語”

さあ、なにをこめましょう。

MADE IN DENMARK
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1951年エスケセン社に初めて”フローティングペン”の発注を出したのはエッソという
石油会社でした。
石油をオイルに見立てた中にオイルドラム缶を模したフロートを入れ動かしたのです。
企業の特色を活かしたオンリーオリジナルデザインの誕生です。

エスケセン社は1946年 デンマークの首都 コペンハーゲンから
１時間程車で西に向かったSt. Merløse（ストアメルローズ）田舎
町で誕生しました。

エスケセン社はこのアイデアをさらに発展させ、現在のよ
うなプリントされたフイルムをペン軸の中でフロートさせ
る技術を開発しました。その伝統的な製造手法は今も受
け継がれています。
意外だと思われるかもしれませんが、日本はもちろん、ハ
ワイやパリ、世界中にあるフローティングペンを全てデン
マークの工場で生産しています。
もちろん、”あの”ヌードペンもです。
70年もの歴史がある北欧文具だったなんて、ちょっと驚
きですよね

ESKESEN

お手元に”フローティングペン”がございましたら、
細身のロングサイズならクリップ部分を、すこし太め
のニュースタイルならばトップ部分をご覧下さい。
“MADE IN DENMARK” と ”ESKESEN社のロゴ”
の刻印がされています。

これこそがデンマークのESKESEN社の“フローティングペン”
であるという正規品の証なのです。

創業者 P.ESKESEN
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Background

Floater

Back Panel

Foreground

ペンの構造
裏面

表面

Floating Design Pattern

すすす～っ

あれ？！傾けたら動くものが変わった!！　

そこで止まるの！！！！　

シンプル！オシャレ感！　



Design inspiration

Sports

Theme parksTransport Food&Drink

CarCompany

Travel 

Musical&LIVE

あの時行ったあの場所の思い出、体験、...... 大好きなブランドのあの商品 .........
ペンを傾けるたびに思い出し、感動が呼び起こされます。
フローティンググッズは様 な々シーンを”６秒間の物語”として形に残し届けることができます。



INCH

Production flow chart Combination Orders

Floating pen
500 pcs

Floating Keytag
500 pcs

＋

同じデザインであれば形やボディ色の組み合わせでロット合算が可能です。

200pcs         200pcs       100pcs 200 pcs       200pcs       100pcs

OPP袋入れ（台紙あり)

OPP袋入れセット入れ（台紙あり)
スライダークリアポーチセット（フルカラー印刷可能)

OPP袋入れ（台紙あり) OPP袋入れヘッダ付き（台紙あり)

ペット箱入れ

。すまけだたい作制ごで価単のscp0001てしを算合トッロで)色３ィデボ（ scp005グターキ＋)色３ィデボ（scp005ンペ、ばえ例

セットアップの一例（オプション)

Packaging & Deliver
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デンマークから空輸で日本へ。
国内到着後全数検品を行います。
OPP袋入れやシール添付等の作業も別途承っております。

お打ち合わせ 完全入稿迄のデザイン、設計は無料でサポートしておりますので
デザインに込めたいメッセージや物語を是非御聞かせ下さい。
特徴にあわせたデザインをご提案しております。
デザインサポートは無料ですのでお気軽にご相談ください。
デザイン製作も承っております（有料）

指定のフォーマット（Photoshop・Illustrator）にてご入稿ください。
JPEG/EPS/TIFF/PNG/JPG/PDF も可能です。解像度300dpi

サンプルの製作（有料)　約２週間：毎週木曜〆切→翌々金曜出荷　
PDFでの確認（無料）　約３営業日でご案内しております。

校了後、デンマーク工場で量産を開始致します。
パネルタイプは5~6週間
ヌードタイプは6~7週間程度での納品となります。
＊デンマークの休日時期（イースター：３月下旬～４月上旬、
夏期休暇：７月下旬～８月上旬、クリスマス休暇：12月）は除きます。

納品

量産開始

05
OPP袋入れや台紙封入作業、シール添付等の作業など、 
個別での包装も別途承っておりますのでご相談下さい。

通常はペン単体、バラでのご納品となります。

納品

04
ESEKSEN工場より出荷....
デンマークから空輸で日本へ出発いたします。
フライトや通関等に問題がなければ３～４日程度で成田空港へ。
国内検品所に到着後、日本人スタッフが全数検品を行います。
セットアップなどがある場合は全数検品後になります。
 

デンマーク出荷

入稿



【長くご愛用いただけるために...】
一般消費者のお客様、コレクター様へ向けてのサポートとして
フローティング部分以外のプラスチック部分パーツやインク替え芯の一般販
売を行っております。なお、インク芯については一部製品では国内販売され
ている既製品との互換性がございます

■EN71 (欧州玩具安全規格)ー製品全体　 
ENとは欧州規格のことで、EN71は「玩具の安全性(Safety of Toys)」の規格です。
ESKESEN "フローティングペン" は EN71part1,2,3の規格検査を行なっております。
EN71 part3では有害な重金属８元素について子供が使用した場合のことを想定し、
規制値が決められています。日本のST規格に準ずる規格となります。
ESKESEN"フローティングペン"全体、インク、軸部分についてEN71を取得しております。

 ■FDA  (米国食品医薬品局)ー内包オイル　 
 中のオイルは医療用にも使われるメディカルオイルを使用しております。　
＊FDA　アメリカ食品医薬品局規格適合
§178.878,§178.3620
*含偶発的に食品に接触することが可能な潤滑剤に関する規格

■JIS規格  (日本) ーインク部　
      ＊JIS S 6039規格適合
　　*油性ボールペン及び、油性ボールペン用レフィルの品質規定。

 ■  PL（生産物賠償責任)保険　
 有限会社レトロバンクは日本国内のPL 保険に加入しております。

ESKESEN A/Sでは安全性に配慮した取り組みとして、
プラスチック部品について以下の素材は使用しません。
重金属：鉛、カドミウム、クロム、ニッケル、水銀など。
ハロゲン化合物：HBFC、PBB、TCB、PCN、PVCなど。
フタル酸エステル類：DEHP、DOP、DINP、DIDP、DBP、BBP
＊提出用MSDSや検査書類ご用意しております

【環境への取り組み】
ESKESEN A/Sでは製品の製造に有毒物質を一切使用せず、
できる限り再利用することを目指しています。
製品には一部植物由来原料のバイオプラスチックを使用しており、
一部製品ではプラスチック素材の再利用を行なっております。

【素材表記】
　内包オイル：ミネラルオイル
　金属部分：クロム鋼
　プラスチック：軸-ABS樹脂、
                         フローティング-CAP(Tenite Propionate)
　フィルム：PET

 

 

【オイル】
　　内包オイルには医療用ミネラルオイルを使用しております。

【インク】
　　EU製（ドイツ or スイス）　
　　ウォータープルーフ　黒／青
　　700m +/-20% 0.8mm径

【プラスチック】
　　フローティングペンはプラスチック部分の一部に
　　植物由来プラスチック(CAP)を使用しております。
　

使用素材、安全規格について

△ ESEKSEN A/S　DENMARK St  Merløse（ストアメルローズ）本社工場の様子
国際労働基準（ILS）プログラム遵守、FAMA指定工場

Production Specification 
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▶EN71/FDA/JIS/ST/食品衛生法 検査済　

®

会社概要
社名 　　　有限会社レトロバンク

本社 　　　〒106-0032 東京都港区六本木7-17-22　

　　　　　　 秀和六本木レジデンス 105

　　　　　　 Tel & Fax ０３-３４０８-１９３０

設立 　　　2000年11月9日

役員　　　 　代表取締役   中村 真衣子

事業内容　　 “フローティングペン”・”フローティングアクショングッズ”の

　　　　　　 企画･製造販売

仕入先 　　　デンマーク　エスケセン社　日本正規輸入総販売店

　　　           EXCLUSIVE DISTRIBUTOR  
ESKESENフローティングペン、 ESKESENロゴマークは有限会社レトロバンク・ESKESEN社の保持する日本国内登録商標です。
商標登録第6094088号　商標登録第6094089号
▶税関　知的財産侵害品物　輸入差止申立受理済


