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株式会社デザインフィル 

 

ビジネススタイルに彩りを添える新ライン登場！ 
 

 “knoxbrain” 『カロス』、『ラスター』新発売 
～システム手帳ビギナーにおすすめの、軽やかなビジネススタイルを提案～ 

 

オーガナイザー、ペンケース、ID ホルダーなど計 21 アイテム 
 

発売日：2009 年 8 月 11 日 （火） 
 

株式会社デザインフィル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：会田一郎）は、デザインを通じてコミュ

ニケーションを円滑にし、生活を楽しくするアクセントや新しいライフスタイルを提案するデザインカンパニー

です。この度、当社が展開するプロダクトブランド「KNOX（ノックス）」の革小物シリーズ“knoxbrain（ノックス

ブレイン）”から、2009 年秋冬シーズンの新作として、ビジネスシーンに彩りを添え、より軽やかにシステム手

帳や革小物を持ち歩くスタイルを提案する新ライン、『Kalos（カロス）』および『Luster（ラスター）』を 2009 年 8
月 11 日（火）より発売いたします。 

今回発売する『カロス』は、5 色/15 アイテム〔希望小売価格 1,050 円～14,700 円（税込）〕、『ラスター』は、

2 色/6 アイテム〔希望小売価格 3,990 円～19,950 円（税込）〕の展開で、どちらもシステム手帳を初めてお使

いになる方や綴じ手帳感覚で気軽にシステム手帳を使いたい方におすすめのラインアップです。 
 
「ノックス」は 1979 年、生地と革を組み合わせた本格的なバッグブランドとして誕生。1985 年には、国内メ

ーカーとして初めてバイブルサイズのシステム手帳「ノックスブレイン」を発売しました。システム手帳からシ

ュレッダーまで、当社の持つ革や紙に関するノウハウを生かし、ビジネスシーンに対応する使いやすさと愛

着性を追及した、日本発のインターナショナルブランドとして新しい文化を発信してまいりました。 
2008 年 6 月、ブランド創設 30 年を迎えるにあたり、現代のビジネススタイルに合わせた新しいコンセプト

のもとに製品を一新。自己実現に重きをおき、自分の意志で夢を追いかけるビジネスマン＆ビジネスウーマ

ンに新しいビジネススタイルを提案する「ノックスブレイン」新シリーズを発売しました。 
 
「ノックスブレイン」の提案するビジネススタイルのコンセプトは、①アタッチメント～愛着が持てるスタイル

～②ファンクション デザイン～機能を尊重したデザインスタイル～③ハーモナイズ～調和を大切にするスタ

イル～④アップデイティッド～時代を踏まえた今日的スタイル～の４点。これらを踏まえ、現代にマッチしたビ

ジネスアイテムを展開しています。 
 今回新たに「ノックスブレイン」に加わる『カロス』および『ラスター』は、ビジネスツールを美しく、機能的に

身につけ、毎日のビジネスシーンに彩りを添えるアイテムを揃えました。 
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〔毎日のビジネスシーンに 
   彩りを添える新ライン登場〕 
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 『カロス』は、ギリシャ語で「美」を表します。オーガナイザー（手帳）の表紙や革小物には、軽くやわらかな

レザー（ステア）を使用し、シンプルな中にも美しさや強さを秘めたデザインに仕上げました。4 サイズのオー

ガナイザー、ノートカバー、ブックカバー、ペンケース、カードケース、ポーチ、ジョッター、ID ケース（縦/横）、

ネックストラップ 2 種、ペンホルダーの計 15 アイテムを発売します。また、トレンドカラーを取り入れた、ブラッ

ク、ピンク、パープル、ブルー、グリーンの 5 色を展開し、ビジネスシーンの中でさりげないオシャレ感を演出

します。豊富なラインアップの中から、お好みに応じて異なるアイテム、カラーを自由に組み合わせ、自分ス

タイルをお楽しみいただけます。 
 
『ラスター』は、複雑で使いこなすことが難しいと思われがちなシステム手帳を、最低限の機能とシンプル

且つエレガントなデザインで「いつも手元に置きたい大切な本」のような感覚に仕上げました。下地に赤色ま

たは青色を塗装し、その上に黒の塗料を塗装した 2 層構造により、使い込むほどに表面色が削れ、下地色

が現れることで自然なムラ感ができるアドバンティック加工（※）レザーを使用しています。ほどよいアンティ

ーク感が知的で洗練された印象を醸し出します。 
カラーは、ワイン（下地色：赤）とネイビー（下地色：青）の 2 色、3 サイズのオーガナイザー、ペンケース、

ID ケース（縦/横）の計 6 アイテムのラインアップとなります。いつも持ち歩くお気に入りの本のような感覚で、

身構えずに革の手帳を持ち歩きたい方におすすめです。 
 

 両製品共に、リフィルを収めるために最低限必要な幅、高さを考慮した細めのリング径を採用、主な機能

をペンホルダーとカードスリットに集約することで、システム手帳としては極めてシンプルな仕様となっていま

す。これまでシステム手帳や革小物を使ったことがない方や、機能が多すぎて上手く使いこなせなかった方

など、システム手帳の入門編としてもおすすめのラインアップです。 
 
オーガナイザーに使用するリフィルは、昨年リニューアルした製品に加え、当社オリジナルのダイアリー専

用用紙「MD（ミドリダイアリー）用紙」を使用した『メモ厚口』（無地/罫線/5mm セクション/バイブル）、耐久性

に優れたポリプロピレン（PP）樹脂製のフリーインデックス、『インデックス 横 5 山タイプ』（A5、バイブル、ミ

ニ）および『インデックス天 4 山タイプ』（ナロー）、人気の『メモ 5mm セクション』の A5 サイズが新たに発売と

なる他、お客様から寄せられたご要望を反映し、昨年発売したリフィルに一部改良を加えました。 
 
尚、革好きな方、本格的にシステム手帳を使いこなしたい方には、現代のビジネスパーソンにマッチした

機能性、デザイン性を追及した、4 サイズのオーガナイザーと革小物の豊富なラインアップで好評発売中の

6 シリーズ（ソブリン・エクスプローラ・ステュワード・メディア・トラス・アンバス）、身の回りのビジネスツールを

風呂敷のように包んでまとめられる『包み込む』などをおすすめします。 
 
「ノックスブレイン」は今後も、「ザ・ドリームポーター」をコンセプトに、クリエイティブマインドを持ち、自己実

現に重きをおいて自分の意志で夢を追いかける人々＝ビジネスチャレンジャーの夢を運ぶパートナーとして、

さまざまな新しいビジネススタイルを提案してまいります。 
 

（※）一度塗りした革の表面に、もう 1 種類の色を塗りこみベールのように塗膜する加工。使い込むほどに下地色が現れアン
ティーク感が楽しめます。 

以 上 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ほどよいアンティーク感が知的で洗練された印象『ラスター』 自分スタイルのコーディネートを楽しめる『カロス』 
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【商品概要】 
■Kalos（カロス） 
ギリシャ語で、「美」を表すカロス。シンプルなデザインの中に、美しさ、強さを秘めたビジネスツール。どこに

あっても心地よく、そして頼もしく、使う方に寄り添うパートナーです。 
 
綴じ手帳感覚で使えるシステム手帳。ビギナーにおすすめ！ 
・綴じ手帳感覚の軽くやわらかなレザー表紙（オーガナイザー） 
・主な機能をペンホルダーとカードスリットに集約したシンプルな仕様 
・リフィルを収めるのに最低限必要な幅、高さを考慮した細めのリング径 
トレンド色を含めた5色のカラーバリエーション 
・多彩なアイテム、カラーを組み合わせて、自分スタイルのコーディネートを楽しめます 
・鮮やかな発色で使う方の気分を盛り上げる5色展開 
 
[オーガナイザー] 
  ・ミニマムなサイズでシンプルな機能、やわらかく、かさばらない綴じ手帳感覚のシステム手帳 
  ・サイズ：A5/バイブル/ナロー/ミニ 計 4 サイズ 
  ・6 穴リング A5：16mm 径 バイブル：13mm 径 ナロー、ミニ：11mm 径 
[ノートカバー] 
  ・A5 サイズのノートを個性的に、高級感を演出するレザーカバー 
[ブックカバー] 
  ・文庫サイズのレザーブックカバー。本の厚さに応じて調節が可能 
[ペンケース] 
  ・スタンダードなスタイルながら、やわらかで上質な革が心地よい手触りの愛着が湧くペンケース 
[カードケース] 

・笹マチ付でポケットの開きがスムーズ。カードの出し入れがしやすく、本体が膨らみすぎない使いやす 
 いタイプ 
・名刺 30 枚収納可能 

[ポーチ] 
  ・ストラップで首からさげる新感覚のポケット。携帯電話、筆記具、メモ、定規など、使用頻度が高いビジ  
   ネス小物を気軽に収納できます 
[ジョッター（横型）] 
  ・ひらめいたアイデアは逃さない。オンもオフも情報を追いかけるビジネスパーソンのための名刺サイズ  
   のアイディアメモボード。ストラップで首にかけてのご使用がおすすめ 
  ・ご要望の多かった横型登場！ 
  ・名刺サイズの用紙約 10 枚収納可能（ポケット側） 
  ・ジョッター用紙（無地）5 枚付 
[ID ケース（横型）] 
  ・ミニマムサイズで胸元を美しく演出する ID ケース 
  ・裏面にはカード類や名刺 3 枚程度収納可能 
[ID ケース（縦型）] 
  ・縦書き名刺にもフィットする、ストラップで首からさげる ID ケース 
  ・裏面には指穴付で、パスケースとしても使用可能 
[ペンホルダー] 
  ・ストラップで首からさげたり、キーホルダーを付けるための本革製ペンホルダー 
  ・ポケットがない服装でも、筆記具をおしゃれに携帯することができる便利小物 
[ネックストラップ] 
  ・ＩＤケースやペンホルダー、ポーチ等を首からさげるためのレザーストラップ 
  ・お好きな形や色で自由な組み合わせが楽しめます 
  ・２つのフックを使い、小物を組み合わせての使用も可能 
[ネックストラップ ライト] 
  ・アクセサリー感覚で楽しめる細めの革紐タイプのストラップ。肩がこらない軽量タイプ 
  ・ストラップの左右の結び目を交互に引いて、お好きな長さに調節可能なアジャスタブル機能付 
 



■Luster（ラスター） 
「内面から光り輝き、栄光を与える」という願いを込めたネーミング。複雑で使いこなすことが難しいと思われ

がちなシステム手帳を、最低限の機能とシンプル且つエレガントなデザインで「いつも手元に置きたい大切な

本」のような感覚に仕上げました。 
 
ビジネススタイルに差をつけるエレガントな雰囲気の革小物 
・下地に赤色または青色を塗装し、その上に黒の塗料を塗装した 2 層構造により、使い込むたびに表面色

が削れ、下地色が現れることで自然なムラ感ができるアドバンティック加工（※）レザーを使用 
・革表紙の洋書のような、知的で洗練された印象を醸し出すカバー（オーガナイザー） 
（※）一度塗りした革の表面に、もう 1 種類の色を塗りこみベールのように塗膜する加工。使い込むほどに下地色が現れアン

ティーク感が楽しめます。 
気軽に持ち歩けるシステム手帳。ビギナーにおすすめ！ 
・主な機能をペンホルダーとカードスリットに集約したシンプルな仕様 
・リフィルを収めるのに最低限必要な幅、高さを考慮した細めのリング径 
 
[オーガナイザー] 
  ・シンプルな本のようなイメージのシステム手帳。アドバンティック加工が施され、使い込むと革のベース 
   色が浮き出て自然なムラ感と艶が楽しめます 
  ・サイズ：A5/バイブル/ナロー 計 3 サイズ 
  ・6 穴リング A5、バイブル：16mm 径 ナロー：11mm 径 
[ペンケース] 
  ・シンプルなスタイルながら、使い込むと革色のムラ感が楽しめる美しいペンケース 
[ID ケース（横型）] 
  ・ミニマムサイズで胸元を美しく演出する ID ケース 
  ・裏面にはカード類や名刺 3 枚程度収納可能 
[ID ケース（縦型）] 
  ・縦書き名刺にもフィットする、ストラップで首からさげる ID ケース 
  ・裏面には指穴付で、パスケースとしても使用可能 
 
■ノックスブレインがおすすめする「ストラップスタイル」 
ビジネスツールを美しく、機能的に身につける― 
「ノックスブレイン」では、仕事に必要な小物を首から 
オシャレに胸元にさげるストラップスタイルを提案します。 
 
・IDケース、ジョッターと同色のレザーストラップは、 
伸縮可能なタイプと通常タイプの2種を用意（カロス）。 
・バクのロゴが付いたオシャレなリールストラップと 
合わせてもOK！ 
 
 
 
 
■リフィル（新製品） 
『メモ厚口（無地/罫線/5mm セクション）50 枚』 バイブル  希望小売価格各 315 円（税込）  
裏抜けしにくく、にじみにくい、当社オリジナル用紙「MD（ミドリダイアリー）用紙」を使用したメモ。筆記性に

すぐれ、心地よい書き味が特徴です 
『インデックス横 5 山タイプ 5 枚』 A5：希望小売価格483 円（税込） バイブル・ミニ：希望小売価格420 円（税込）  
『インデックス天 4 山タイプ 4 枚』 ナロー：希望小売価格 378 円（税込） 
分類、検索を助けるフリーインデックス。耐久性に優れたポリプロピレン（PP）樹脂製 
『メモ 5mm セクション 100 枚』A5：希望小売価格 630 円（税込） 
お客様のご要望により製品化した、人気の 5mm セクションメモ 

以 上 
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■Kalos（カロス） 素材：ステア 

アイテム 希望小売価格 
（税込） カラー 発売日 

A5 14,700 円 

バイブル 12,600 円 

ナロー 10,500 円 
オーガナイザー 

ミニ 8,400 円 

ノートカバー A5 8,400 円 

ブックカバー 文庫 5,250 円 

ペンケース 5,250 円 

カードケース 4,830 円 

ポーチ 3,675 円 

ジョッター（横型） 3,990 円 

ID ケース（横型） 3,990 円 

ID ケース（縦型） 3,990 円 

ネックストラップ 2,310 円 

ネックストラップ ライト 2,310 円 

ペンホルダー 1,050 円 

ブラック 

ピンク 

パープル 

グリーン 

ブルー 

2009 年 
8 月 11 日（火）

より順次発売 

 
■Luster（ラスター） 素材：ステア 

アイテム 希望小売価格  
（税込） カラー 発売日 

A5 19,950 円 

バイブル 14,700 円 オーガナイザー 

ナロー 12,600 円 

ペンケース 5,250 円 

ID ケース（横型） 3,990 円 

ID ケース（縦型） 3,990 円 

ワイン（下地色赤） 

ネイビー（下地色青） 

2009 年 
8 月 11 日（火）

より順次発売 

※店舗によって発売日が異なる場合がございます。 

以 上 

 

※ 株式会社デザインフィル http://www.designphil.co.jp/ 

※ 株式会社デザインフィル ノックスカンパニー http://www.knox-japan.jp/ 

 

http://www.designphil.co.jp/
http://www.knox-japan.jp/

