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2016 年 2 月 10 日 
株式会社 デザインフィル 

  
 
 
 
     

 
 
 
 
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」より発売中の人気シリーズ『ペーパークラフト ミュージアム』

が、コンセプトを新たにリニューアルしました。新コンセプト「思い出を手作りしよう」のもと、結婚式や卒業式、送別

など、人生の大切なシーンを彩るアルバムやシールなどを展開します。 
手作りする楽しさはそのままに、素材感を活かしたハンドメイドシール「モチーフシール」の新柄［7 柄、360 円+税］、

アレンジに便利な「パーツシール」［3柄、360円+税］、サテン素材のリボンシール「サテンシール」［5柄、360円+税］と、

さらに使いやすくなったベースアイテムとして、「メッセージラベル」［2柄、360円+税］、「ミニカード」［2種類、500円+税］、

「タグカード」［2 種類、500 円+税］、「窓付き封筒」［2 種類、480 円+税］、「アコーディオンアルバム」［＜S＞：ピンク/
クラフト、900 円+税、＜M＞：水色/クラフト、1,200 円+税］（※）の 5 アイテムを、2016 年 2 月 10 日（水）に発売します。 
 

『ペーパークラフト ミュージアム』は、一つひとつに意味が込められたハンドメイドシールと、タグ型カードなど
のベースとなるアイテムを組み合わせて、オリジナルのカードを作ることができるペーパーコミュニケーションアイ
テムとして、2008 年に発売。「暮らしの中のやさしい気持ちの表現」をコンセプトに、日々の暮らしの中の贈り物
にちょっとした心遣いを表現できるアイテムとして、ハンドメイド好きの女性を中心に多くの皆さまにご愛用いただ
いております。  

この度、『ペーパークラフト ミュージアム』が日常使いより特別なシーンで使用される機会が多いという背景から、
人生の大切な記念日を彩るペーパーアイテムとしてコンセプトをリニューアル。ラインアップも一新しました。 

新たに「思い出を手作りしよう」をコンセプトに、結婚式や卒業式、送別など、人生の大切な記念日を彩るペー
パーアイテムの手作りをお手伝いします。アルバムやカードなどのベースアイテムに、ハンドメイドのシールやリボン
シールなどのさまざまなモチーフを組み合わせ、贈る方への気持ちを表現できる製品を揃えました。  
パーツの一つひとつをハンドメイドで作り上げた、素材感を楽しめる「モチーフシール」は既存製品に加え、ガー

ランドやティアラなど記念日にも活躍する 7柄が仲間入り。また、「パーツシール」には、アレンジに便利な丸や三角、
タイトルが書けるシール 3 柄が加わります。 

さらに、2015 年 2 月に開催したユーザーイベント「Origami WORK PROJECT at Showcase」で好評だったサテン
素材を使った「サテンシール」5 柄も製品化となりました。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

思い出を手作りしよう！ 
～結婚式や卒業式、送別など、人生の大切な記念日を彩る～ 

『ペーパークラフト ミュージアム』リニューアル 
「モチーフシール」「パーツシール」新柄発売 

「サテンシール」「メッセージラベル」「ミニカード」 
「タグカード」「窓付き封筒」「アコーディオンアルバム」新発売 

発売日：2016 年 2 月 10 日（水） 

人生の大切な記念日を彩る『ペーパークラフト ミュージアム』 
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「アコーディオンアルバム」は、表裏で使えるジャバラタイプのアルバムです。1 ページに L判写真 2 枚を収納で
きる＜M＞と、L 判写真 1 枚を貼れる＜S＞の 2 サイズを展開します。同時発売のメッセージが書き込めるラベル
「メッセージラベル」を貼り付けて寄せ書きアルバムにしたり、思い出の写真を貼ったアルバムにするなど、思い出
の詰まった贈り物が簡単に手作りできます。 

「ミニカード」は、結婚式のプチギフトにも役立つ二つ折りのミニカード。5 種類のデザインがセットになっており、
シールを貼るだけで簡単に素敵なアレンジができます。 
「タグカード」は、ストライプの紐がセットになった丸と四角の 2 種類のカードです。表面にシールでデコレーション

を、裏面にはメッセージを書くことができ、プレゼントに添えるだけでギフトを華やかに演出します。 
「窓付き封筒」は、窓の部分が半透明になっている封筒です。中に入れたものがほんのりと透けて見えるため、

写真やカード、アクセサリーなどの小物を贈るのにおすすめ。L 判写真がぴったりと収まるサイズです。  
アルバムやカードなどのベースアイテムに、ハンドメイドのシールやリボンシールなど、さまざまなモチーフを組み合

わせて「選ぶ楽しさ、つくるワクワク、贈るよろこび」を感じながら、どなたでも気軽に気持ちを表現することができます。  
なお、弊社が運営する『ペーパークラフト ミュージアム』ホームページ(www.midori-japan.co.jp/pc/)では、楽しい

使い方やアレンジのアイデアなどの情報をご紹介しています。 
（※）すべて希望小売価格 

     以 上 
【商品概要】 
■シール 
アルバム・カード・封筒などのベースアイテムに貼って使うデコレーション用のシールです。 
貼るだけで存在感のある、アレンジに便利なものが揃っています。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
■ベースアイテム 
結婚式・送別など大切なシーンで活躍する、手作りのためのアルバムやカードです。 
デコレーション用のシールと組み合わせてお使いいただけます。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モチーフシール [7 柄] 
一つひとつに「意味」のあるシールで
す。贈る相手や気持ちに合わせてお
選びいただけます。 

パーツシール [3 柄] 
タイトルが書けるシールや、アレンジ
に便利なシールが揃っています。 

サテンシール [5 柄] 
光沢感のあるサテン素材のリボン
シール。モチーフシールなどと組み
合わせると、上品な仕上がりに。 

アコーディオンアルバム [4 種類] 
表裏で使えるジャバラタイプのアルバ
ムです。別売の「メッセージラベル」を
使って寄せ書きをしたり、思い出の写
真を貼ってお使いください。 

窓付き封筒 [2 種類] 
窓の部分が半透明になっている封
筒です。写真やカードなど中に入れ
たものが透けて見えます。L 判サイ
ズの写真にぴったりです。 

 

メッセージラベル [2 柄] 
メッセージが書きこめるラベルです。 
点線部分をハサミで切って、1 人ずつ 
に配ることができます。ギフトやアル 
バム、色紙などにお使いいただけます。 

ミニカード [2 種類] 
二つ折りのミニカードです。枠の中に
シールを貼って簡単にアレンジできま
す。結婚式のプチギフトなど大切な記
念日のギフトに添えてお使いください。 

タグカード [2 種類] 
紐がセットになったタグカードです。表面
にシールでデコレーションしたり、裏面に
メッセージを書いてプレゼントに添えるだ
けでギフトを華やかに演出できます。 

http://www.midori-japan.co.jp/pc/
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シリーズ名 ペーパークラフト ミュージアム 

商品名 「モチーフシール」 
柄 ガーランド柄 丸/花柄 金/ティアラ柄/マーガレット柄 A/レース柄/ガーランド柄 三角/バルーン柄  …計 7 柄 
本体サイズ/内容 H142×W47mm、1 シート （4～10 個入） 
希望小売価格 360 円+税 
商品名 「パーツシール」 
柄 タイトル/丸/三角 …計 3 柄 
本体サイズ/内容 H150×W50mm、1 シート （8～24 個入） 
希望小売価格 360 円+税 
商品名 「サテンシール」 
柄 ボーダー柄 黒/ストライプ柄 黄グレー/ストライプ柄 水色/ドット柄 ピンク/花柄 茶  …計 5 柄 
サイズ/内容 箱：H73×W55×D19mm、シール：長さ：2m、幅：15mm 
希望小売価格 360 円+税 
商品名 「メッセージラベル」 
柄 ふきだし柄/フレーム柄 …計 2 柄 
本体サイズ/内容 H150×W90mm、12 枚入（3 柄×4） 
希望小売価格 360 円+税 
商品名 「ミニカード」 
種類 カラー/クラフト …計 2 種類 
本体サイズ/内容 H140×W70mm、10 枚入（5 柄×2） 
希望小売価格 500 円+税 
商品名 「タグカード」 
種類 丸/四角 …計 2 種類 
本体サイズ/内容 丸：H60×W55mm、四角：H60×W50mm 

カード：10 枚入（2 柄×5）、紐：2m×1 本入 ※共通仕様 

希望小売価格 500 円+税 
商品名 「窓付き封筒」 
種類 カラー/クラフト …計 2 種類 
本体サイズ/内容 H95×W135mm、5 枚入（5 柄×1） 
希望小売価格 480 円+税 
商品名 「アコーディオンアルバム」 
種類 ＜S＞：ピンク/クラフト、＜M＞：水色/クラフト   …計 4 種類 
本体サイズ/内容 ＜S＞ H110×W150×D10mm、展開時：H110×W1500×D1mm、【L 判写真 18 枚貼り付け可能】 

＜M＞H210×W150×D10mm、展開時：H210×W1500×D1mm、【L 判写真 36 枚貼り付け可能】 
留め紐付き ※共通仕様 

希望小売価格 ＜S＞：900 円+税、＜M＞：1,200 円+税 
 店頭発売日 2016 年 2 月 10 日（水）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 www.designphil.co.jp/ 

※株式会社デザインフィル ミドリカンパニー www.midori-japan.co.jp/ 
※ペーパークラフト ミュージアム ホームページ www.midori-japan.co.jp/pc/ 

 

http://www.designphil.co.jp/
http://www.midori-japan.co.jp/
http://www.midori-japan.co.jp/pc/

