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2012 年 9 月 6 日 

株式会社デザインフィル 

 

“knoxbrain”にビジネスシーンにふさわしい、こだわりのシリーズ誕生 
『アリスト』『リトルノ』『ラルス』オーガナイザー  

人気シリーズに新色「オレンジ」が登場！ 
“knoxbrain”『カロス』オーガナイザー  

2012 年 9 月 6 日（木）新発売 
 
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「KNOX（ノックス）」のビジネス革小物シリーズ「knoxbrain
（ノックスブレイン）」から、素材やつくりにこだわった新シリーズが誕生します。 

 
今回「オーガナイザー」の新ラインアップとして加わるのは、『Arist（アリスト）』［カラー：ブラック/ブラウン、

サイズ：バイブルサイズ（29,400 円）/ナローサイズ（27,300 円）］（※）、『Ritorno（リトルノ）』［カラー：ブラック/
ブラウン/レッド、サイズ：A5 サイズ（22,050 円）/バイブルサイズ（16,800 円）/ナローサイズ（13,650 円）］、
『Laluz（ラルス）』［カラー：ブラック/ブラウン/ダークブラウン/ネイビー、サイズ：A5 サイズ（18,900 円）バイブ
ルサイズ（15,750 円）/ナローサイズ（13,650 円）/ミニサイズ（12,600 円）］の 3 シリーズです。 

また、美しいカラーが人気の『Kalos（カロス）』のオーガナイザー［A5 サイズ（14,700 円）/バイブルサイズ
（12,600 円）/ナローサイズ（10,500 円）/ミニサイズ（8,400 円）］に新色としてオレンジが登場。 

それぞれ 2012 年 9 月 6 日（木）に発売いたします。 
 
『アリスト』は、イタリア北部トリノにある世界トップクラスのタンナーが手掛けるアニリン染めの最上級カー

フを使用しています。欧州の高級紳士靴にも使用される透明感のある仕上げにより、美しい艶感をお楽しみ
いただけます。また、内装には、使い込むほどに味わいと艶が増すタンニンなめしのバッファローカーフを使
用。熟練の日本職人が丁寧に縫製を行いました。今回発売する「オーガナイザー」は、バイブルサイズとナ
ローサイズの 2 種類で、高級感のあるゴールドリングを採用。ベルトなしのエレガントなデザインで、ブラック、
ブラウンの 2 色となります。本シリーズは「ノックスブレイン」のトップラインの位置付けとして展開していきます。 
 
『リトルノ』は、ミモザパウダー、ケブラチョ、チェストナットの 3 種類の植物を融合させたフルタンニンなめし

のレザー製で、自然な革らしい表情が楽しめるシリーズです。「化学物質を使わない植物なめしの工程は、
まさに自然との融合。自然から生まれ、使い込んだ後に、やがては自然に戻っていく」。そんな想いから“還
る”“戻る”という意味のイタリア語、『Ritorno』をシリーズ名に採用しました。内側の革にもこだわりのフルタン
ニン・イタリアンベリーを使用することで、素材感をより一層ひきたてています。本シリーズは、落ち着きのあ
るブラック、ブラウン、レッドの 3 色展開。A5 サイズとバイブルサイズには安定感のあるベルトを配しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“knoxbrain”の最高級ライン『アリスト』。 
美しい艶と透明感が上品な雰囲気を醸し出します。 
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『ラルス』は、スペイン語で「光」を意味し、カーフのような柔らかな光沢が特徴のシリーズです。東京に数
名しかいないと言われる革揉み職人が、昔ながらの技法で一枚一枚手作業によって揉みシボを刻むことで
可能となる、大変手の込んだオリジナルレザーを使用しています。手作業のため、部位によって表情が異な
り、また、絶妙な張りとしなやかさを併せ持つ風合いは、ステアとは思えないほどの繊細な仕上がりです。革
の表情をお楽しみいただくため、余計な機能をそぎ落としたシンプルなデザインで、長年大切にお使いいた
だけるシリーズです。A5 サイズ、バイブルサイズ、ナローサイズ、ミニサイズの 4 種類、ブラック、ブラウン、
ダークブラウン、ネイビーの 4 色を発売します。 
 
 『カロス』は、2009 年に発売した、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
を秘めたデザインが特徴のシリーズです。カラフルながらも落ち着きのある色合いの本シリーズは、ビジネ
スシーンもオシャレに過ごしたいビジネスパーソン男女に好評を博しています。 
 今回、現行のブラック、ピンク、パープル、グリーン、ブルーに、新たにオレンジの「オーガナイザー」がライ
ンアップに加わり、さらに選択の幅が広がりました。 

 
いずれのシリーズも、ビジネスシーンを美しく彩るビジネスツールとして活躍します。 

（※）すべて希望小売価格（税込） 
以 上 

【商品概要】 
『Aristo（アリスト）』 
「オーガナイザー」 
世界トップクラスのタンナーが手掛けるアニリン染めの 
最上級カーフを使用。透明感のある仕上げが特徴。 
縫製は、日本の熟練職人が手掛けている美しい手帳です。 
 
サイズ：バイブルサイズ/ナローサイズ 
カラー：ブラック/ブラウン 
素材：＜表＞カーフ（牛革） ＜内側＞バッファローカーフ（水牛革） 
希望小売価格（税込）：29,400 円/27,300 円 
 
『Ritorno（リトルノ）』 
「オーガナイザー」 
ミモザパウダー、ケブラチョ、チェストナットの 3 種類の植物を融合させた、 
フルタンニンなめしのレザーを使用。植物タンニンなめしならではの、 
使うほどに艶が出て味わいが増すのが特徴。 
エイジングをお楽しみいただけるシリーズです。 
 
サイズ A5 サイズ/バイブルサイズ/ナローサイズ 
カラー：ブラック/ブラウン/レッド 
素材：ステア（牛革） 
希望小売価格（税込）：22,050 円/16,800 円/13,650 円 
 
『Laluz（ラルス）』 
「オーガナイザー」 
カーフのような柔らかな光沢が特徴のシリーズ。 
革揉み職人が、昔ながらの技法で一枚一枚、手揉みシボを刻む、 
手の込んだオリジナルレザーを使用しています。 
 
サイズ：A5 サイズ/バイブルサイズ/ナローサイズ/ミニサイズ 
カラー：ブラック、ブラウン、ダークブラウン、ネイビー 
素材：ステア（牛革） 
希望小売価格（税込）：18,900 円/15,750 円/13,650 円/12,600 円 
 
『Kalos（カロス）』 
「オーガナイザー」 
シンプルな中にも美しさや強さを秘めたデザインが特徴のシリーズ。 
新色オレンジが加わり、さらに豊富なカラーバリエーションに。 
 
サイズ：A5 サイズ/バイブルサイズ/ナローサイズ/ミニサイズ 
カラー：オレンジ  
※既存製品：ブラック/ピンク/パープル/グリーン/ブルー 
素材：ステア（牛革） 
希望小売価格（税込）：14,700 円/12,600 円/10,500 円/8,400 円 
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シリーズ名 “knoxbrain” 『アリスト』 
商品名 オーガナイザー 
素材 表：カーフ（牛革） 内側：バッファローカーフ（水牛革） 
サイズ バイブルサイズ：H190×W130×D32mm、ナローサイズ：H190×W100×D29mm 
カラー ブラック、ブラウン 

仕様 

バイブルサイズ：6 穴リング 16mm 径 /ナローサイズ：6 穴リング 13mm 径   
※ゴールドコーティング 
左）カードスリット×2、サイドポケット×1  
右）アオリポケット×1、可動式ペンホルダー、背段ポケット×1 

希望小売価格（税込） バイブルサイズ：29,400 円、ナローサイズ：27,300 円 
シリーズ名 “knoxbrain” 『リトルノ』 
商品名 オーガナイザー 
素材 ステア（牛革） 

サイズ A5 サイズ：H232×W185×D38mm、バイブルサイズ：H191×W128×D36mm、 
ナローサイズ：H182×W100×D25mm 

カラー ブラック、ブラウン、レッド 

仕様 

A5 サイズ：6 穴リング 25mm 径/バイブルサイズ：6 穴リング 20mm 径/ 
ナローサイズ：6 穴リング 11mm 径  
左）カードスリット×2、サイドポケット×1  
右）アオリポケット×1、ペンホルダー、背段ポケット×1 ※ナローサイズのみベルトなし 

希望小売価格（税込） A5 サイズ：22,050 円、バイブルサイズ：16,800 円、ナローサイズ：13,650 円 
シリーズ名 “knoxbrain” 『ラルス』 
商品名 オーガナイザー 
素材 ステア（牛革） 

サイズ A5 サイズ：H225×W175×D28mm/バイブルサイズ：H185×W118×D24mm、 
ナローサイズ：H183×W97×D21mm、ミニサイズ：H138×W98×D21mm 

カラー ブラック、ブラウン、ダークブラウン、ネイビー 

仕様 

A5 サイズ：6 穴リング 16mm 径/バイブルサイズ：6 穴リング 13mm 径/  
ナローサイズ：6 穴リング 11mm 径/ミニサイズ：6 穴リング 11mm 径 
左）カードスリット×2、サイドポケット×1  
右）アオリポケット×1、ペンホルダー、背段ポケット×1     

希望小売価格（税込） A5 サイズ：18,900 円、バイブルサイズ：15,750 円、ナローサイズ：13,650 円、 
ミニサイズ：12,600 円 

シリーズ名 “knoxbrain” 『カロス』 
商品名 オーガナイザー 
素材 ステア（牛革） 

サイズ A5 サイズ：H225×W170×D25mm/バイブルサイズ：H185×W110×D25mm、 
ナローサイズ：H182×W95×D20mm、ミニサイズ：H138×W96×D20mm 

カラー オレンジ 

仕様 

A5 サイズ：6 穴リング 16mm 径 /バイブルサイズ：6 穴リング 13mm 径/ 
ナローサイズ：6 穴リング 11mm 径/ミニサイズ：6 穴リング 11mm 径 
左）カードスリット×1、サイドポケット×1  
右）アオリポケット×1、サイドポケット×1、ペンホルダー 

希望小売価格（税込） A5 サイズ：14,700 円、バイブルサイズ：12,600 円、ナローサイズ：10,500 円、 
ミニサイズ：8,400 円 

店頭発売日 2012 年 9 月 6 日（木）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/ 
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