報道関係各位

2021 年 6 月 11 日
BIC ジャパン株式会社

世界をカラフルに彩る、BIC の大人向けカラーリングブランド

「BIC Intensity（インテンシティ）」 日本初上陸！
本日 6 月 11 日（金）よりオンラインにて先行販売開始
フランスの世界大手筆記具メーカーSociété BIC(ソシエテ･ビック）の日本法人 BIC ジャパン株式会社（東京都
中央区、代表取締役: 吉田 悟)は、アメリカ・ヨーロッパで発売中の大人向けカラーリングブランド「BIC Intensity
（ビック インテンシティ）」を、6 月 11 日（金）より、国内で初めて販売します。
「自由、気ままに…美しく！」をコンセプトに掲げる「BIC Intensity」は、その名の通り 『Intense＝強烈な』を意味
しており、イラストの細かな色付け、塗りえやカラーデッサン、ノートや手帳を鮮やかに彩るなど、色味鮮やかなカラーリング
に特化した BIC の大人向けステーショナリーブランドです。
この度、国内市場で販売するのは、水性ペン・マーカー、油性マーカー、色鉛筆 など 6 つの新製品で、ソフトな書き
味と発色のある色鉛筆をはじめ、速乾性が高く裏移りしにくいインクや、大胆に描けるブラシ状（筆）のペン先、
0.4mm の極細タイプまで、機能性に優れた製品を、世界で販売する BIC だからこそ提供できる、お求めやすいビック
リ！価格で取り揃えました。EC サイト（ Amazon.co.jp / Yahoo.co.jp / 楽天市場 ）にて本日より 3 つの製
品を先行販売、6 月下旬からは全国のアークオアシス、その他取扱店舗にて順次販売します。
※残り 3 製品は 7 月-8 月順次販売開始予定

BIC Intensity 特設ブランドサイト： www.bic-intensity.jp

■BIC ジャパン、商品に関するお問い合わせ先
BIC ジャパン マーケティングマネージャー 滝澤正昭 / TEL：03-3527-3465 Email: masaaki.takizawa@bicworld.com
■リリース内容、広報に関するお問い合わせ先
BIC ジャパン広報事務局（アズ・ワールドコムジャパン内）担当：吉本 / TEL：03-5575-3221 Email：bic-pr@azw.co.jp

◇BIC Intensity 製品ラインナップ

※価格はすべて税込み

① 「BIC インテンシティ 色鉛筆 24 色」

【価格】 1,320 円

【発売】 6 月 11 日

ソフトな書き味と鮮やかな発色のプレミアム色鉛筆

●ソフト芯採用でスムーズなカラーリング
●削りやすい鉛筆ウッドと芯
●本体軸は黒マット調、後軸は光沢調の仕上げ
［サイズ］全長 175mm/本 ［重さ］4.8g/本

② 「BIC インテンシティ 水性デュアルチップ 12 色」

【価格】 1,650 円

【発売】 6 月 11 日

ブラシ（筆ペン）+細字 0.7mm が 2in1 のお得な水性マーカー
●ブラシ＋細字チップの汎用性の高いデュアルマーカー
●速乾性が高いインクでにじみにくい
●インクの裏移りなし

［サイズ］全長 161mm/本 ［重さ］7.2g/本

③ 「BIC インテンシティ 水性中字フェルトペン 12 色」

【価格】 1,980 円

【発売】 6 月 11 日

マーカーのような中字タッチでインクの裏移りがない水性フェルトペン

●筆記幅 0.8mm のフェルトペン
●速乾性が高いインクでにじみにくい
●クリップ付きキャップで転がり防止
●スリムでスタイリッシュな形状
［サイズ］全長 156mm/本 ［重さ］6.3g/本

④ 「BIC インテンシティ 水性ファインライナー10 色」

【価格】 1,100 円 【発売】 7 月発売予定

細部のカラーリングに最適な 0.4mm 極細水性ペン

●細字 0.4mm で細部書きにも最適なファインライナー
●速乾性が高いインクでにじみにくい
●スリムでスタイリッシュなボディ
［サイズ］全長 155mm/本 ［重さ］6.1g/本

⑤ 「BIC インテンシティ 水性フェルトペン 12 色」

【価格】 1,320 円 【発売】 8 月発売予定

握りやすいソフトグリップで、なめらかな書き心地の水性フェルトペン
●筆記幅 0.7mm
●手や服についても洗えて落とせるウォッシャブルインクを採用
●ノートなどにはさめるクリップ付き
●握りやすいソフトグリップ採用
●経年による曲がりや擦り切れを防ぐ耐摩耗性ペン先
［サイズ］全長 140mm/本 ［重さ］10.7g/本

⑥ 「BIC インテンシティ 油性ウルトラファイン 6 色」

【価格】 825 円 【発売】 8 月発売予定

0.8mm 極細チップの正確で書き心地のよい油性マーカー
●キャップがなくても最大 1 カ月間ペン先の乾燥を防止
●においのすくない無酸性インクを採用
●握りやすいソフトグリップ
［サイズ］全長 138mm/本 ［重さ］10.5g/本

商品名

入数

価格(税込)

全長/本

重さ/本

JAN

品番

発売

BIC インテンシティ 色鉛筆 24 色

24

¥1,320

175mm

4.8g

4901473941325

ITS-WDCCPPK24

6 月 11 日

BIC インテンシティ 水性デュアルチップ 12 色

12

¥1,650

161mm

7.2g

4901473941349

ITS-DUTCMPK12

6 月 11 日

BIC インテンシティ 水性中字フェルトペン 12 色

12

¥1,980

156mm

6.3g

4901473941356

ITS-FEPMDPK12

6 月 11 日

BIC インテンシティ 水性ファインライナー10 色

10

¥1,100

155mm

6.1g

4901473941332

ITS-WFPFNBX10

7 月予定

BIC インテンシティ 水性フェルトペン 12 色

12

¥1,320

140mm

10.7g

4901473941318

ITS-FEPFNPK12

8 月予定

6

¥825

138mm

10.5g

4901473941363

ITS-PMULFNPK6

8 月予定

BIC インテンシティ 油性ウルトラファイン 6 色

■BIC Intensity について
BIC Intensity（インテンシティ）は、色鉛筆、水性ペン・マーカー、油性ペンと
いった、気分に合わせてカラフルに彩るカラーリングアイテムのブランドです。名前
の通り、『Intense＝強烈な』を意味しており、どの商品をとっても色味鮮やか。
そして、充実した機能性・スペックで、お求めやすい価格で取り揃えております。
「自由、気ままに…美しく！」 BIC インテンシティと一緒に、
カラーリングを楽しみませんか？
BIC Intensity 特設ブランドサイト：http://www.bic-intensity.jp

■BIC ジャパンについて
1944 年にフランスに設立。ビックは 1950 年、創業者のマルセル・ビック
がヨーロッパで初のボールペンの製造・販売を行ったボールペンのパイオニア
です。以来、リーズナブル且つ高品質な文具を創り続けており、毎日約
2,000 万個を世界中で販売するマーケットリーダーとなりました。これから
もビック製品が世界中の人々に愛され続けるよう、より使いやすく、高品
質の製品を開発してまいります。
BIC ジャパン コーポレートサイト：http://www.bic-japan.co.jp

なお、「BIC Intensity」各商品をプレゼントパブリシティ用に提供可能です。
ご希望の方は、BIC ジャパン広報事務局までお問合せください。
BIC ジャパン 広報事務局（アズ・ワールドコムジャパン内）
担当：吉本 TEL：03-5575-3221 FAX：03-5575-3222 Email：bic-pr@azw.co.jp

