2016 年 9 月 21 日
株式会社 デザインフィル

「プチギフトマーケット」をリニューアル

“Chotto”～オモテナシを伝えるひと工夫～
新アイテム登場
『うす紙ラップ』 、『のび紙』、『ギフト ステッカー』、
『シールテープ』、『紙タグ』 、『ポケット紙タグ』、『紙ひも』
発売日：2016 年 9 月 21 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」より好評発売中のオリガミやプチギフトラッピングアイテム
で構成され、日々の暮らしを彩る手作りのアイデアを提供する「プチギフトマーケット」を“Chotto”（ちょっと）に名
称を変更し、リニューアルをしました。『オリガミオリガミ』やラッピングアイテムを組み合わせた、さまざまなア
イデアを、さらにバリエーション豊かにご提供してまいります。
また、リニューアルに合わせ、組み合わせの幅が広がる新アイテムがラインアップに加わります。ラッピングの
ベースとなる『うす紙ラップ』［8 柄、580 円+税］および『のび紙』［4 柄、300 円+税］、ラッピングのアクセントになる
パーツアイテム『ギフト ステッカー』［6 柄、260 円+税］、『シールテープ』［4 柄、380 円+税］、『紙タグ』［6 柄、
300 円+税］、『ポケット紙タグ』［6 柄、300 円+税］、『紙ひも』［6 種類、460 円+税］（※1）の 7 アイテムを、2016 年
9 月 21 日（水）に発売します。
新シリーズ名“Chotto”には、「ちいさな」、「ほんの気持ち」、「気軽に」、「簡単に」といった意味が込められていま
す。「ちょっと」したプレゼントやおすそわけのラッピング、「ちょっと」したホームパーティなど、日々の暮らしの中に
ある「ちょっと」特別なシーン。そんなとき “Chotto”のひと工夫が、オモテナシの気持ちを伝えます。

“Chotto”～オモテナシを伝えるひと工夫～
日々の暮らしの中にある「ちょっと」特別な日。
そんなとき“Chotto”のひと工夫が、オモテナシの気持ちを伝えます。
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今回、新たに発売する製品は 2 種類のペーパーアイテムとデコレーションやラッピングをおしゃれに仕上げる
5 種類のパーツアイテムです。
『うす紙ラップ』は、裏面にポリエチレンのラミネート加工を施している薄いグラシン紙で、お菓子などの食品を
包むこともできます。（※2）グラシン紙は、引き出してケースで好きなサイズに切ってお使いいただけます。長さ
は、たっぷり使える 8m です。
『のび紙』は、裏面にポリエチレンのラミネート加工を施したクラフト紙にスリットを縦に入れた、引っ張ると横に
伸びて柄が変化するユニークな包装紙です。（※2）形状に凹凸がある瓶などを巻いたり包んだりしてお使いい
ただけます。
『ギフト ステッカー』は、ラッピングのアクセントになるステッカーです。ギフトにぴったりな「FOR YOU」や
「NICE DAY」、「THANKS ALWAYS」などのメッセージが入っています。
『シールテープ』は、貼るだけで簡単にデコレーションできるシールテープです。人気モチーフのドット・ストライプ
柄と「FOR YOU」や「Thank you」などメッセージ入りです。
『紙タグ』は、裏面にメッセージが書ける針金付きの小さな紙タグです。表面にはドットやチェックと一緒に
「FOR YOU」や「Thank you」などのメッセージが入っています。
『ポケット紙タグ』は、小さなカードにメッセージを書いて、ポケットに入れる針金付きの紙タグです。ポケットの柄
には、『オリガミオリガミ』の水彩柄を採用しました。ラッピングした瓶や箱に、メッセージを添えることができます。
『紙ひも』は、赤と青、黄色と紫など 2 色の紙をより合わせた紙ひもです。ラッピングの仕上げに彩りを添えます。
いずれも、豊富なラインアップの“Chotto”製品と組み合わせることで、自分だけのオリジナルのアレンジをお
楽しみいただけます。
なお、今回のリニューアルに合わせ、新たに“Chotto”オフィシャルホームページ（www.midori-japan.co.jp/chotto/）を
9 月 21 日（水）に公開します。製品情報をはじめ、『オリガミオリガミ』やラッピングアイテムを組み合わせたさまざまな
アイデアをご覧いただけます。また、同時に開設する“Instagram”（※3）および“Pinterest”の“Chotto”公式アカウント
を通じて、ユーザーの皆さまのラッピングやおもてなしのアイデアをご紹介してまいります。
（※1）全て希望小売価格、
（※2）食品衛生法に基づく、規格基準に適合しています。
（※3）Instagram は米国内外にて Instagram, LLC の商標です。
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【商品概要】
■ロゴ

シリーズロゴ

シリーズロゴ（パッケージ）

■コンセプト
〜オモテナシを伝えるひと工夫〜
「ちょっと」したプレゼントやおすそわけのラッピング
「ちょっと」したホームパーティ。
日々の暮らしの中にある「ちょっと」特別な日。
そんなとき“Chotto”のひと工夫が、オモテナシの気持ちを伝えます。
■“Chotto”について
「ちょっと」。この言葉には「ちいさな」、「ほんの気持ち」、「気軽に」、「簡単に」といった意味が込められています。
『オリガミオリガミ』やラッピングアイテムを組み合わせたさまざまなアイデアをご提案します。
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『うす紙ラップ』 （全 8 柄）
裏面にポリエチレンのラミネート加工を施している薄いグラシン紙です。
お菓子などの食品も包むことができます。引き出したグラシン紙は、ケースで好きなサイズ
に切ってお使いいただけます。

『のび紙』 （全 4 柄）
裏面にポリエチレンのラミネート加工を施したクラフト紙にスリットが縦に入っています。
引っ張ると横に伸びて柄が変化するユニークな包装紙。形状に凹凸があるジャムやスパイス
などの瓶のラッピングにおすすめです。

『ギフト ステッカー』 （全 6 柄）
ラッピングのアクセントになるステッカーです。ギフトにぴったりな「FOR YOU」や「NICE DAY」、
「THANKS ALWAYS」などのメッセージが入っています。

『シールテープ』 （全 4 柄）
ラッピングの仕上げに貼るだけで簡単に
デコレーションできるシールです。

『紙タグ』 （全 6 柄）
裏面にメッセージが書ける針金付きの
小さな紙タグです。表面にはメッセージが
印刷されています。

『ポケット紙タグ』 （全 6 柄）
小さなカードにメッセージを書いて、
ポケットに入れる針金付きの紙タグです。

『紙ひも』 （全 6 種類）
2 色の紙をより合わせた紙ひもです。
ラッピングの仕上げに。
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店頭発売日

“Chotto”（ちょっと）
『うす紙ラップ』
グラシン紙（裏面：PE ラミネート加工） ※食品衛生法に基づく、規格基準に適合しています。
ドット・ボーダー柄 黒/パッチワーク柄 ピンク・青/菱形柄 ピンク・黄色/三角形柄 黄色・青/
ストライプ柄 黄色・緑/チェック柄 赤・水色/花柄 ピンク・黄色/花柄 紺・水色
…計 8 柄
本 体 ：H150×W22×D22mm 長さ：8m 幅：150mm
580 円+税
『のび紙』
クラフト紙 （裏面：PE ラミネート加工）、10 枚入
ドット・ストライプ柄 黒/花柄 ピンク/三角柄 黄色/チェック柄 青
…計 4 柄
H150×W150mm
300 円+税
『ギフト ステッカー』
紙製、10 枚入
FOR YOU 柄 白/ FOR YOU 柄 クラフト/NICE DAY 柄 グレー/ NICE DAY 柄 黒/
THANKS ALWAYS 柄 金/ THANKS ALWAYS 柄 銀
…計 6 柄
FOR YOU 柄
： H54×W78mm
NICE DAY 柄
： H65×W65mm
THANKS ALWAYS 柄 ： H83×W50mm
260 円+税
『シールテープ』
紙製
ドット・ストライプ柄 金/ドット・ストライプ柄 銀/文字柄 白/文字柄 黒
…計 4 柄
本体：H54×W54×D14mm 長さ：5m 幅：12mm
380 円+税
『紙タグ』
紙製、箔押し加工（HELLO・BEST 柄 黒除く）、針金付き
10 枚入（HELLO・BEST 柄 黒のみ 2 種×5 枚）
ドット柄 金/ストライプ柄 銀/チェック柄 赤/花柄 ピンク/三角柄 水色/HELLO・BEST 柄 黒
…計 6 柄
H60×W30mm
300 円+税
『ポケット紙タグ』
紙製、針金付き、5 枚入、メッセージカード（無地）5 枚入
水彩 ドット柄/水彩 タイル柄/水彩 ボーダー柄/水彩 ダイヤ柄/水彩 花柄/水彩 鉱石柄
…計 6 柄
タグ：H82×W41mm メッセージカード（無地）：H64×W37mm
300 円+税
『紙ひも』
紙製
白・赤/白・青/黄色・紫/緑・水色/赤・青/茶・こげ茶
…計 6 種類
本体：H47×W47×D32mm 長さ：10m 幅：1mm
460 円+税
2016 年 9 月 21 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。
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※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/
※“Chotto”オフィシャルホームページ www.midori-japan.co.jp/chotto/
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