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ロングヒットの機能派ステーショナリーがリニューアル！ 

『カラーステーショナリー』新発売 
発売日：2011 年 1 月 26 日（水） 

 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「ミドリ」より、飽きのこないシンプルさとカラーが特徴のロングヒットシリ

ーズ『カラーステーショナリー（CL）』をリニューアルし、2011 年 1 月 26 日（水）に発売します。 
 
 『カラーステーショナリー』シリーズは、「誰にでも使いやすいシンプルなステーショナリー」として、1994 年に誕

生しました。スケルトンカラーを取り入れた楽しいデザインと機能のコラボレーションが特徴の製品で、流行に左

右されないシンプルなデザインと、優れたコストパフォーマンス、豊富な品揃えをコンセプトに開発を行い、定番

文具の新しいステージを確立しました。『レターカッターⅡ』をはじめ、これまで同シリーズの製品が多数「グッド

デザイン賞」を受賞しています。シンプルなデザインや、通常は 15cm、広げると 30cm になる定規『マルチ定規』

など機能性を追求した製品ラインアップにより、発売から 16 年経った現在でも年齢・性別を問わず幅広いユーザ

ーの皆様にご愛用いただいています。 
 
 今回のリニューアルのテーマは「コンパクト&ポータブル」。昨今のスマートフォンを代表とする小型軽量化の時

流は、機能を維持・向上させながらも、持ち運びやすく、手に取りやすい大きさであることを必要事項としていま

す。このような時代の流れを踏まえ、新ラインアップはいつも一緒に持ち歩くステーショナリーとして、サイズへの

こだわりを持ちつつも、機能性を追求した「ポータブルカラーステーショナリー」として開発を行い、無駄を排除し

た美しいデザインと、究極の小型軽量化を目指しました。耐久性にこだわったポリカーボネート樹脂を本体素材

に採用することで、北欧製品のような高級感のあるツヤと凛としたカラーに仕上げています。 
 
 トレンドに左右されずに長くお使いいただける本シリーズは、オフィスや学校での定番ステーショナリーとしてご

使用いただくのはもちろん、旅行などの外出先でもコンパクトに持ち歩くことができるため、さまざまなシーンで活

躍するアイテムです。 
 

以 上 
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1/5 

http://www.designphil.co.jp/press/jump/dp.html�


【商品詳細】 
 『CL バンドノート』 

 ・バンドにペンのクリップ部分が挟み込める機能をプラス！ 
 ・バンドを留めるカシメはリング側に付いており、筆記の邪魔になりません。 
  ＜サイズ＞ 
   B5、B6、B7 
  ＜カラー＞ 
   黒、白、ピンク、青 
  ＜希望小売価格（税込）＞ 
   B5：504 円、B6：399 円、B7：294 円 
 
 

 『CL 消しゴム＜スリム＞』 
 ・環境ホルモンを含まない安全な素材を使用した消しゴム。 
 ・厚みは 7mm、幅は 14mm のため、消す幅をノートの罫線 1 行分と 2 行分で 
  使い分けることができます。 
 ・短くなっても使いやすいように、ミシン目が入った紙スリーブ付き。 
  ＜サイズ＞ 
   H14×W65×D7mm 
  ＜カラー＞ 
    黒、白、ピンク、青   
  ＜希望小売価格（税込）＞ 
   126 円 
 
 

 『CL ボールペン』『CL シャープ』 
 ・耐久度が高く、高級感のあるツヤが特徴の素材を使用した、ボールペン 
  およびシャープペン。 
 ・ノック部分にクリップを付けたので、ポケットなどに差したときに誤って 
  ノックしても、ペン先が出にくい仕様です。 
  『CL ボールペン』 
   ＜サイズ＞ 
    本体：φ9×129.5mm 
   ＜カラー＞ 
    白、ピンク、青 
   ＜希望小売価格（税込）＞ 
    294 円 
     （※）芯先は 0.7mm の太さ 
   『CL シャープ』 
   ＜サイズ＞ 
    本体：φ9×129.5mm 
    芯：0.5mm、0.3mm 
   ＜カラー＞ 
    白、ピンク、青 
   ＜希望小売価格（税込）＞ 
    0.5mm：294 円、0.3mm：315 円 
  
 

 『CL 替芯』 
 ・バーをスライドすることで、適度な量の替芯をスムーズに 
  取り出すことができます。 
  ＜サイズ＞ 
   H76×W22×D6mm 
  ＜カラー＞ 
   白、ピンク、青 
  ＜種類＞ 
   0.5mm 用 50 本入り 252 円 
    0.3mm 用 30 本入り 378 円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/5 



 『CL メジャー＜1.5m＞』 
 ・テープ表は 10cm ごとに白黒逆転した見やすいデザイン、裏は 
  縦で使っても見やすい縦型の目盛表記を採用。 
 ・コンパクトで使い勝手の良いメジャーです。 
  ＜サイズ＞ 
   本体：H38×W38×D11mm 
   メジャー：1.5m 
  ＜カラー＞ 
   白、ピンク、青 
  ＜希望小売価格（税込）＞ 
   588 円 
 
 

 『CL コンパクトホッチキスⅢ』 
 ・折りたためてコンパクトに収納できる構造のホッチキス。 
 ・リムーバーも付いてわずか 6.6cm。ペンケースやカバンに入れて 
  サッと持ち歩けます。 
  ＜サイズ＞ 
   H21×W66×D14.5mm 
  ＜カラー＞ 
   白、ピンク、青 
  ＜希望小売価格（税込）＞ 
   525 円 
 
 

 『CL 修正テープ＜ミニ＞』 
 ・USB メモリーのような超コンパクトの修正テープ。 
 ・テープの残量が一目でわかる窓が付き。 
  ＜サイズ＞ 
   本体：H50×W17.5×D11.5mm 
   修正テープ：5mm 幅×4.2m（使い切りタイプ） 
   ＜カラー＞ 
   白、ピンク、青、 
  ＜希望小売価格（税込）＞ 
   273 円 
 
 

 『CL カッター＜ミニ＞』 

 ・刃の向きを入れ替えることで、右利き・左利きを問わずに 
  お使いいただける極小サイズのカッターです。 
 ・背面にはクリップが付いているため、作業時の持ち運びにとても便利。 
  ＜サイズ＞ 
   本体：H15×W69×D11mm 
  ＜カラー＞ 
   白、ピンク、青 
  ＜希望小売価格（税込）＞ 
   378 円 
 
 
 

 『CL 定規＜15cm＞』 
 ・定規の目盛を濃い色と薄い色で印刷し、下地の色に影響されず 
  目盛を見やすいように工夫。 
 ・見やすく測りやすい山形の 1mm 目盛。 
 ・1cm ごとに穴が開いているので、印を付けることも可能。 
  ＜サイズ＞ 
   本体：H21×W167×D2.5mm 
   目盛：15cm 
  ＜カラー＞ 
   透明、ピンク、青 
  ＜希望小売価格（税込）＞ 
   189 円  
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 『CL マルチ定規』 
 ・大人気アイテムが、新しいラインアップと新しい機能でパワーアップ！ 
 ・定番の 30cm に加え、A3 サイズよりも大きい 50cm、名刺ケースにも入る 
  携帯性抜群の 16cm が新登場！ 
 ・中心軸には滑り止め機能もプラス。 
   ＜サイズ＞   折りたたみ時           開いた状態  
   16cm：  H22×W90×D5mm H21×W160×D5mm 
   30cm：  H25×W165×D5mm H22.5×W310×D5mm 
   50cm：  H35×W269.5×D8mm H32.5×W510×D8mm 
  ＜カラー＞ 
   透明、ピンク、青 
  ＜希望小売価格（税込）＞ 
   16cm：273 円、30cm：315 円、50cm：777 円 
 
 
 

 『CL EVA ペンケース』 

 ・水に浮くくらいの軽さとやわらかさを兼ね備え、衝撃を吸収するので 
  持ち運びにピッタリ！ 
 ・靴底などにも使われる素材で、とても丈夫で長くお使いいただけます。 
  ＜サイズ＞ 
   H59×W190×D31mm 
  ＜素材＞ 
   EVA 製（エチレン・酢酸ビニル共重合体樹脂） 
  ＜カラー＞ 
   黒、グレー、ピンク、青 
  ＜希望小売価格（税込）＞ 
   777 円 
 

 『CL スティックのり＜スリム＞』 
  ・直径 14mm で、細かいのり付けにもピッタリ！ 
 ・細くて丸いケースが手にフィットし、使い勝手も抜群です。 
  ＜サイズ＞ 
   φ14×80mm 
   ＜カラー＞ 
   白、ピンク、青 
  ＜希望小売価格（税込）＞ 
   147 円 

   ※３月発売予定 
 

 『CL ステーショナリーキット』 
 ・コンパクトなステーショナリーをキチンと収納できるシリコン製ケースの 
  キットです。 
  ＜サイズ＞ 
   H90×W143×D20mm 
  ＜内容＞ 
   『CL マルチ定規＜16cm＞』、『CL メジャー＜1.5m＞』、 
   『CL コンパクトホッチキスⅢ』、『CL 修正テープ＜ミニ＞』、 
   『CL スティックのり＜スリム＞』、『CL カッター＜ミニ＞』 …各 1 個 
   クリップ   …5 個 
  ＜カラー＞ 
   白、ピンク、青 
  ＜希望小売価格（税込）＞ 
   3,150 円 

   ※３月発売予定 
 
 
 

4/5 



5/5 

 
商品名 『カラーステーショナリー』 

種類 『CL バンドノート 
＜B5＞』 

『CL バンドノート 
＜B6＞』 

『CL バンドノート 
＜B7＞』 

『CL 消しゴム 
＜スリム＞』 

希望小売価格（税込） 504 円 399 円 294 円 126 円 
カラー 黒 / 白 / ピンク / 青 

種類 『CL ボールペン』 『CL シャープ
＜0.5＞』

『CL シャープ
＜0.3＞』

『CL 替芯 
＜0.5mm＞』 

『CL 替芯
＜0.3mm＞』

希望小売価格（税込） 294 円 315 円 252 円 378 円 

種類 『CL メジャー 
＜1.5m＞』 

『CL コンパクト
ホッチキスⅢ』

『CL 修正テープ 
＜ミニ＞』

『CL カッター
＜ミニ＞』

希望小売価格（税込） 588 円 525 円 273 円 378 円 
カラー 白 / ピンク / 青 

種類 『CL 定規＜15cm＞』 『CL マルチ定規
＜16cm＞』

『CL マルチ定規 
＜30cm＞』 

『CL マルチ定規
＜50cm＞』

希望小売価格（税込） 189 円 273 円 315 円 777 円 
カラー 透明 / ピンク / 青 

種類 『CL EVA(イーブイエー)ペンケース』 

希望小売価格（税込） 777 円 
カラー 黒 / グレー / ピンク / 青 

店頭発売日 2011 年 1 月 26 日（水）より順次発売 
種類 『CL スティックのり＜スリム＞』 『CL ステーショナリーキット』 

希望小売価格（税込） 147 円 3,150 円 
カラー 白 / ピンク / 青 

店頭発売日 2011 年 3 月発売予定 
（※）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 ミドリカンパニー http://www.midori-japan.co.jp/ 
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