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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なデザインと機能が特徴のロン

グヒットシリーズ「カラーステーショナリー（CL）」に新色および定番製品をリニューアルした全 7 アイテムが登場。
『CL カッター＜ミニ＞』『CL 修正テープ＜ミニ＞』『CL テープのり＜ミニ＞』『CL コンパクトホッチキスⅢ』『CL 
メジャー＜1.5ｍ＞』『CL コンパクトハサミ』の新色と、リニューアル製品『CL テープカッターⅡ』を、2014 年 1 月
16 日（木）に発売します。  

「カラーステーショナリー」シリーズは、スマートフォンやタブレットなどを代表とする、機能性に優れた製品の
小型軽量化の時流に伴い、2011 年 1 月に「コンパクト&ポータブル」をテーマとしてリニューアルを行いました。
発売以来、機能性が高く携帯性に優れた本シリーズは、未使用時は 15cm、広げると 30cm になる定規『マルチ
定規』や、封筒の開封が簡単に行える『レターカッターⅡ』など日々の生活に役立つ 30 アイテム以上を展開し、
幅広い年代の皆さまにご好評いただいています。また、『CL 修正テープ＜ミニ＞』（2011 年）、『CL コンパクト
ハサミ』（2012年）および『CL テープのり＜ミニ＞』（2013年）は「グッドデザイン賞」を受賞。機能性に加えてシン
プルなデザインにも定評があります。 
今回、同シリーズの中でも特に日々の使用頻度が高く、使い勝手が良いことで人気を博している 6アイテムに、

定番色の白、ピンク、青の 3 色に加えて、ビジネスシーンにおいてもスタイリッシュにお使いいただける黒と、学生
にも人気の製品構造が見える透明の 2 色を新たに発売します。 
新色がラインアップに加わるのは、左右どちらの利き手にも対応した極小サイズの『CL カッター＜ミニ＞』と、

コンパクトながらも 4.2mのテープを内蔵した『CL 修正テープ＜ミニ＞』、細かい作業にも適したスリムな幅で、9m
テープを内蔵した『CL テープのり＜ミニ＞』や、コンパクトに収納できる折りたたみ式『CL コンパクトホッチキス
Ⅲ』、さらにテープの巻き癖や伸び縮みが少なく、色分けされた目盛が見やすい『CL メジャー＜1.5m＞』、ワンタ
ッチで刃の出し入れが可能な『CL コンパクトハサミ』の計 6 製品。本体にデザインしたアイテムごとに異なるカラー
のロゴがアクセントになっています。  
また、コンパクトなサイズとテープの切りやすさが人気の『CL テープカッター』は、より機能を向上させた『CL 

テープカッターⅡ』としてリニューアルしました。片手で軽くスライドオープンができ、左右両利き用でご使用いただけ
る 2 刃付きです。テープの露出がなく、ホコリが付きにくい密閉設計と、12mm のテープ幅は持ち運びに便利です。 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“コンパクト&ポータブル”ロングヒットの機能派ステーショナリー 
「カラーステーショナリー」シリーズに新色登場！ 

『CL カッター＜ミニ＞』『CL 修正テープ＜ミニ＞』『CL テープのり＜ミニ＞』 
『CL コンパクトホッチキスⅢ』『CL メジャー＜1.5ｍ＞』『CL コンパクトハサミ』 

 
リニューアルアイテム第 2 弾！ 

『CL テープカッターⅡ』発売 
  

発売日：2014 年 1 月 16 日（木） 

シンプルなデザインの機能派ステーショナリー！ 
スタイリッシュな黒と透明の 2 色が新登場 
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新色も加わり、全 5 色のカラーラインアップになった「カラーステーショナリー」シリーズ。毎日の生活をシンプル

に美しくサポートします。日々の必需品として、オフィス、学校、ご家庭と、さまざまなシーンで活躍するアイテムで

す。 
以 上 

 
 
【商品概要】 

 
■『CL カッター＜ミニ＞』 
・刃の向きを替えることで、右利き・左利きを問わずに 
使える極小サイズのカッター。 
・携帯時に便利なクリップと刃折り機能付き。 
＜希望小売価格＞ 360 円+税      
■『CL 修正テープ＜ミニ＞』 
・USB メモリーのような超コンパクトサイズの修正テープ。 
・たっぷり使える 4.2m のテープを内蔵。 
・テープの残量が一目でわかる窓付き。 
＜希望小売価格＞ 260 円+税      
■『CL テープのり＜ミニ＞』 
・9m テープを内蔵したテープのり。 
・テープ幅が 4.2mm の細身タイプで、細かい貼り付け作業時にも最適。 
＜希望小売価格＞ 280 円+税      
■『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高さ 2.1cm、幅 6.6cm。ペンケースやカバンの 
スリムなスペースにも収まる本シリーズ歴代最小サイズ。 
・コピー用紙 10 枚まで閉じられます。 
＜希望小売価格＞ 500 円+税 
     

■『CL メジャー＜1.5m＞』 
・持ち運び安さを追求したコンパクトサイズのメジャー。 
・テープ目盛は 10cm ごとに白黒の色分けをした、図りやすい設計。 
・巻き癖がつきにくく、伸び縮みが少ないグラスファイバーテープ採用。 
＜希望小売価格＞ 560 円+税     
■『CL コンパクトハサミ』 
・ワンタッチで刃が収納可能なスライド式のハサミ。 
・収納時の長さは約 7cm、使用時の刃渡りは約 4cm と、 
実用性に富んだ究極のミニサイズ。 
・左右両利きに対応。 
・持ち手部分は滑り止め加工を施した、握りやすい仕様。 
＜希望小売価格＞ 600 円+税 
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■『CL テープカッターⅡ』 
・ワンタッチでスライドオープンできるテープカッター。 
・携帯性に優れたコンパクトサイズ。 
・左右両利き対応の両刃付き。 
・テープの露出がないため、ホコリが付きにくい密閉設計。 
＜希望小売価格＞ 380 円+税 

 
 

    
 
シリーズ名 「カラーステーショナリー」 
色 黒/透明 
商品名 『CL カッター＜ミニ＞』 
本体サイズ H15×W69×D11mm 

素材 
黒 ：ポリカーボネート＋POM 製  
透明 ：ポリカーボネート＋ABS 製  
刃 ：SK-2 鋼材製 

希望小売価格 360 円+税 
商品名 『CL 修正テープ＜ミニ＞』 
本体サイズ H50×W17.5×D11.5mm 

素材/仕様 ポリカーボネート＋POM＋ABS 製  
5mm 幅×4.2m  ※使いきりタイプ 

希望小売価格 260 円+税 
商品名 『CL テープのり＜ミニ＞』 
本体サイズ H23.5×W54.5×D10.5mm 

素材/仕様 ポリカーボネート＋POM 製 
4.2mm 幅×9m  ※使いきりタイプ 

希望小売価格 280 円+税 
商品名 『CL コンパクトホッチキスⅢ』 
本体サイズ H21×W66×D14.5mm 

素材/仕様 ポリカーボネート＋POM 製 
リムーバー付 

希望小売価格 500 円+税 
商品名 『CL メジャー＜1.5ｍ＞』 
本体サイズ H38×W38×D11mm 

素材  本体  ：ポリカーボネート＋PP 製 
メジャー ：PVC＋グラスファイバー製 

希望小売価格 560 円+税 
商品名 『CL コンパクトハサミ』 

本体サイズ H69×W16×D12mm（収納時） 
H103×W62×D12mm（使用時） 

素材 本体 ：ポリカーボネート＋エラストマー＋POM 製 
刃 ：ステンレス製 

希望小売価格 600 円+税 
商品名 『CL テープカッターⅡ』 
色 黒/透明/白/ピンク/青 
本体サイズ H53×W49.5×D18mm 

仕様 
素材 ：ポリカーボネート＋AS 製 
12mm 幅×5m テープ付 
※つめ替え用テープ ：ニチバンセロテープ®12 mm 幅（商品 No.CT-12S/CT-12S2P） 

希望小売価格 380 円+税 
店頭発売日 2014 年 1 月 16 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 ミドリカンパニー http://www.midori-japan.co.jp/ 
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