
 
 

2011 年 8 月 10 日 
株式会社デザインフィル 

新たなフォーマット「週間＋メモ」タイプも誕生！ 

旅するように毎日を自由に楽しむ 2012 年に。 
 

『トラベラーズノート』『トラベラーズノート パスポートサイズ』 
2012 ダイアリー/リフィル 2012 ダイアリー 

 
2011 年 9 月 8 日（木）発売 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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」の、毎日を旅するように過ごす人のためのノートとして好評

発売中の『トラベラーズノート』シリーズから、『トラベラーズノート』および『トラベラーズノート パスポートサイズ』本

体にダイアリーがセットになった『トラベラーズノート 2012 ダイアリー』[レギュラーサイズ：3 種類、3,885～4,935 円、

パスポートサイズ：2 種類、3,360～4,095 円]と、ダイアリータイプのリフィル[レギュラーサイズ：3 種類、840～1,890 円、

パスポートサイズ：2 種類、672～1,407 円]を、2011 年 9 月 8 日（木）より発売いたします。※1)  
『トラベラーズノート 2012 ダイアリー』および『トラベラーズノート リフィル 2012 ダイアリー』は、ダイアリーシーズ

ンのみの数量限定販売となります。通常の『トラベラーズノート』は、本体カバーに無地のリフィルを同梱していま

すが、『トラベラーズノート 2012 ダイアリー』は、本体カバーと各種ダイアリーのセットとなります。  
「月間」タイプは、ブロックタイプの月間スケジュールに、時差表や度量衡換算表、サイズ表など、便利な旅情

報を収録しています。「週間バーチカル」タイプは、見開き 1 週間のバーチカルタイプで、1 月～6 月と 7 月～12
月の 2 冊に分かれており、前半、後半と差し替えることで、軽快に持ち歩くことが可能です。ダイアリーの枠外に

も、月間タイプは 6 カ月分、週間タイプには 5 カ月分のカレンダーを掲載しており、先の予定や、長期の予定を立

てるときにも便利です。  
レギュラーサイズには、本年より新たに「週間＋メモ」タイプを発売いたします。左ページは 1 週間スケジュール、右

ページは方眼罫のフリーメモで、スケジュールと対比させてメモをとったり、アイデアやスケッチ、スクラップなどを楽

しめる、自由度の高いフォーマットです。  
また、2010 年から発売を開始した『トラベラーズノート パスポートサイズ』の、日付入りダイアリーの 2012 年度版

『トラベラーズノート パスポートサイズ 2012 ダイアリー』および『トラベラーズノート パスポートサイズ リフィル

2012 ダイアリー』も、同じく数量限定で発売いたします。ミニサイズの月間ブロックと、見開き 1 週間タイプの週間ダイ

アリーの 2 タイプを、ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。  
さらに、レギュラーサイズ、パスポートサイズいずれもダイアリーガイドとステッカーを封入しており、リフィルの表紙

に貼るなどカスタマイズアイテムとしてお楽しみいただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 オリジナルステッカー付で、カスタマイズもさらに楽しく！ 
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なお、製品に関するさまざまな情報や、開発者のブログ、トラベラーズノートユーザーの皆様のカスタマイズ集

などを掲載した『トラベラーズノート』オフィシャルサイト（www.midori-japan.co.jp/tr）にて、地下鉄路線図や世界

地図、出国カード風の旅の覚書表など、トラベラーズノートにぴったり貼れるサイズの便利なダウンロードアイテ

ムを多数ご用意しております。※2) 
※1)価格はいずれも希望小売価格（税込） 
※2)2012 年版ダイアリーのダウンロードは 2011 年 10 月上旬より開始します。 

以 上 
 
【商品概要】 
 ＜レギュラーサイズ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『トラベラーズノート 2012 ダイアリー 月間』 『トラベラーズノート 2012 ダイアリー 週間バーチカル』 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 『トラベラーズノート 2012 ダイアリー 週間＋メモ』 

ブルーの表紙が爽やかな新ダイアリーです。 
メモやスケッチを自由に書きとめられる新フォーマット！ 

 
 
 ＜パスポートサイズ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

『トラベラーズノート パスポートサイズ 2012 ダイアリー 月間』 『トラベラーズノート パスポートサイズ 2012 ダイアリー 週間』  
 
商品名 『トラベラーズノート 2012 ダイアリー』 
色 黒、茶 
種類 月間、週間＋メモ、週間バーチカル 
内容（※） 共通：外箱、コットンケース、牛革製カバー、スペアゴムバンド、ダイアリーガイド（シール付） 

 月間：2012 月間ダイアリーリフィル 
 週間＋メモ：2012 週間＋メモ リフィル 2 冊（1 月～6 月、7 月～12 月） 
 週間バーチカル：2012 週間バーチカルリフィル 2 冊（1 月～6 月、7 月～12 月） 

サイズ カバー本体： H218×W130×D10mm 
希望小売価格(税込） 月間：3,885 円、週間＋メモ：4,935 円、週間バーチカル：4,935 円 
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商品名 『トラベラーズノート パスポートサイズ 2012 ダイアリー』 
色 黒、茶 
種類 月間、週間 
内容 共通：外箱、コットンケース、牛革製カバー、スペアゴムバンド、ダイアリーガイド（シール付） 

 月間：2012 月間ダイアリーリフィル 
 週間：2012 週間スケジュール［見開き 1 週間タイプ］2 冊（1 月～6 月、7 月～12 月） 

サイズ カバー本体：H134×W105×D10mm 
希望小売価格(税込） 月間：3,360 円、週間：4,095 円 
 

商品名 『トラベラーズノート リフィル 2012 ダイアリー』 
種類 月間、週間＋メモ、週間バーチカル 
内容 共通：年間カレンダー、ダイアリーガイド（シール付） 

 月間：年間スケジュール、月間スケジュール（2011 年 12 月～2013 年 1 月）、旅情報、メモ  
     …計 48 ページ 
 週間＋メモ：月間スケジュール、1 週間スケジュール＋セクションメモ   
     …計 68 ページ×2 冊 
 週間バーチカル：月間スケジュール、週間バーチカル 
     …計 68 ページ×2 冊 

サイズ H210×W110mm 
希望小売価格(税込） 月間：840 円、週間＋メモ：1,890 円、週間バーチカル：1,890 円 
 

商品名 『トラベラーズノート パスポートサイズ リフィル 2012 ダイアリー』 
種類 月間、週間 
内容 共通：年間カレンダー、ダイアリーガイド（シール付） 

 月間：年間スケジュール、月間スケジュール（2011 年 12 月～2013 年 1 月）、旅情報、メモ  
     …計 48 ページ 
 週間：月間スケジュール、1 週間スケジュール  
     …計 68 ページ×2 冊 

サイズ H124×W89mm 
希望小売価格(税込） 月間：672 円、週間＋メモ：1,407 円 

 
店頭発売日 2011 年 9 月 8 日（木）より順次発売 

※販売店によって店頭発売日が異なる場合がございます。 
※ダイアリーシーズンのみの販売となるため数量に限りがございます。 
※『トラベラーズノート 2012 ダイアリー』にセットされているダイアリーの内容は、『トラベラーズノート リフィル 2012 ダイアリー』と共通です。 

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/  

※トラベラーズノートと仲間たち http://www.midori-japan.co.jp/tr/ 
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