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2017 年 9 月 21 日 
 株式会社デザインフィル 
   

創造力で未来を切り拓く人に 
新ブランド「PLOTTER（プロッター）」 
第一弾ステーショナリーライン発売！ 

発売日：2017 年 9 月 23 日（土） 
 
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。このたび、当社からクリエイティブワークを愉しむ人のためのさまざまなツールを展開する新たなプロ
ダクトブランド「PLOTTER（プロッター）」から、2017年 9月 23日（土）に、第一弾としてステーショナリーライン
を発売いたします。 

 
「プロッター」は、創造力で未来を切り拓く人を「PLOTTER」と定義し、彼らが最高のアイデアを生み出し、

発想をカタチにし、新しい世界を創り上げていくための道具を提案していきます。当社が長年にわたり培っ
てきた、さまざまな素材や技術、モノづくりの経験をもとに、クリエイター、コンセプター、起業家、経営者、研
究者、職人など、あらゆるクリエイティブワークを愉しむ人のためのツールを展開します。 
また、日本をはじめとした世界の職人が有する高度な技術と洗練されたデザインを融合させた、シンプル

で長く愛用できる道具作りを追求します。 
 
今回第一弾として発売するのは、オリジナルバックプレートとリングで直接一枚革を挟み込んだ、軽く

て薄いシンプルな『6 穴リングレザーバインダー』（3 種類）、「プロッター」オリジナルリフィル専用用紙（※1）を
使用し、ノートとして使え、切り離せばリフィルになる、これまでにはない画期的な天ノリ製本の『リフィルメモ
パッド』（4 種類）、同様にパッド仕様で画用紙を使用した『リフィルメモパッド ドローイングペーパー』、日付入り
タイプの『2018 年版月間ブロック』および『2018 年版週間レフト式』、リフィルをテーマ別にまとめ、バインダー
に挟めるカラーホルダー『プロジェクトマネージャー』（6 色アソート）、着脱可能な鍵穴式リングタイプでさまざ
まな目盛りがプリントされた『スケール下敷き』、リフィルの回転をスムーズにする表紙『リフター』（2 枚入り）、
本革製ペンホルダーが付いたリフター『本革ペンホルダーリフター』、本体カバーをバンドでホールドできる
『バンドリフター』、バインダーリングのあたりを軽減する『本革リングサポーター』、リフィルを保管する『リフィル
ストレージ』（※2）の、本体 3 種類、リフィル 7 種類、アクセサリーツール 7 種類のラインアップとなります。 

 
『6 穴リングレザーバインダー』は、イタリアの名門タンナーが仕上げたダイナミックなエイジングが特徴の

ショルダーレザー「プエブロ」［10,000～18,000 円＋税、ブラック、ネイビー、ブラウン、ベージュ…計 4 色］、繊
細なホースヘアーエンボスを施し、革らしい風合いと上品なモダンさをあわせもつ「ホースヘアー」［8,000～
13,000 円＋税、ブラック、グレー、ブルー…計 3 色］、オリジナル染料を塗布し、スモールシュリンクエンボス
を施したカジュアルライン「シュリンク」［7,000～12,000 円＋税、ブラック、グレー、ブルー、レッド、オレンジ…
計 5 色］、それぞれ、ミニ、ナロー、バイブル、A5 の 4 サイズ展開です。 
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『リフィルメモパッド』はこれまでのバインダータイプのリフィルにはない画期的な天ノリ製本のメモパッドス
タイル。そのまま持ち歩けばノートのように、切り離せばリフィルとして使用できます。『無地』、『2mm 方眼』、
『6mm 罫線』（ミニ、ナロー、バイブル、A5/480～640 円＋税）、『ToDo リスト』（ミニ、ナロー、バイブル、
A5/420～600 円＋税）、『ドローイングペーパー』（バイブル、A5/560～660 円＋税）の 5 種類に、日付入りタ
イプの『2018 年版月間ブロック』（520～900 円＋税）および『2018 年版週間レフト式』（1,000～1,800 円＋税）
を加えた計 7 種類をご用意しました。角丸デザインにすることで紙の耐久性を高めました。 

 
バインダーを快適にサポートするためのアクセサリーツールは 7 種類。バラバラになったリフィルをテーマ

別にまとめ、そのままバインダーに挟めるカラーホルダー『プロジェクトマネージャー』（6 色アソート、420～
600 円＋税）、縮尺定規、分度器、グリッドなどが描かれた着脱可能な鍵穴式リングデザインの『スケール
下敷き』（400～460 円＋税）、用紙の回転をスムーズにする表紙として活躍する『リフター』（2 枚入り、400～
520 円＋税）、上質な革製のペンホルダーが付いたリフターに、カリグラフィーデザインをあしらった『本革ペン
ホルダーリフター』（1,100～1,200 円＋税）、バインダーを固定するゴムバンド付きの『バンドリフター』（1,100
～1,200円＋税）、バインダーリングの当たりを軽減する着脱可能な『本革リングサポーター』（760～1,000円
＋税）、出し入れしやすいスナップホック式の『リフィルストレージ』（2,000～2,600円＋税）のラインアップです。 

 
なお、「プロッター」の製品情報は、オフィシャルホームページ（plotter-japan.com）でご覧いただけます。 

 

（※1）デザインフィル ポケットブック用紙 

（※2）全て希望小売価格 

（※3）「ノックスブレイン」で展開していた『LUFT（ルフト）』は在庫がなくなり次第販売終了。「プロッター」のレザーバインダーに

継承されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

以 上 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.plotter-japan.com/
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【商品概要】 
ブランド名 “PLOTTER（プロッター）”  

製品名 6 穴リングレザーバインダー 
種類 プエブロ/ホースヘアー/シュリンク  …計 3 種類 
素材 ステア（牛革） 
仕様 （共通） 

バインダー）6 穴リング 11mm 径 

＜プエブロ＞ 

リング）ゴールド バックプレート）マットゴールド 

＜ホースヘアー＞ 

リング）シルバー バックプレート）マットブラック 

＜シュリンク＞ 

リング）シルバー バックプレート）アンティークゴールド 
本体サイズ （共通） 

A5 サイズ    ：H220×W170×D15mm 
バイブルサイズ：H180×W115×D15mm 
ナローサイズ  ：H180×W105×D15mm 
ミニサイズ    ：H140×W100×D15mm 

カラー プエブロ   ：ブラック、ネイビー、ブラウン、ベージュ  …計 4 色 

ホースヘアー：ブラック、グレー、ブルー  …計 3 色 

シュリンク   ：ブラック、グレー、ブルー、レッド、オレンジ  …計 5 色 
希望小売価格 ＜プエブロ＞ 

A5 サイズ：18,000 円+税/バイブルサイズ：13,000 円+税/ナローサイズ：12,000 円+税/ 
ミニサイズ：10,000 円+税 

＜ホースヘアー＞ 

A5 サイズ：13,000 円+税/バイブルサイズ：9,000 円+税/ナローサイズ：8,500 円+税/ 
ミニサイズ：8,000 円+税 

＜シュリンク＞ 

A5 サイズ：12,000 円+税/バイブルサイズ：8,000 円+税/ナローサイズ：7,500 円+税/ 
ミニサイズ：7,000 円+税 

製品名 リフィルメモパッド 
種類 無地/2mm 方眼/6mm 罫線/ToDo リスト/ドローイングペーパー/ 

2018 年版月間ブロック/2018 年版週間レフト式  …計 7 種類 
素材 DP（デザインフィル ポケットブック）用紙（クリーム） ※ドローイングペーパーのみ画用紙（ホワイト） 
仕様 色天ノリ、角丸デザイン ※ドローイングペーパーのみミシン目入り ※日付リフィルは色天ノリなし 
内容 無地/2mm 方眼/6mm 罫線：80 枚入 

ToDo リスト：50 枚入 

ドローイングペーパー：30 枚入 

2018 年版月間ブロック/2018 年版週間レフト式 

（共通） 

2018～2019 年間カレンダー、ToDo リスト、年齢早見表、パーソナルデータ、2mm 方眼メモ 

※A5 サイズの年齢早見表のみ星座情報、一粒万倍日、天赦日付 

（2018 年度月間ブロック） 

2017 年 12 月～2019 年 3 月 17 枚入（見本・付録除） 

（2018 年度週間レフト式） 

2017 年 12 月～2019 年 3 月 67 枚入（見本・付録除） 
本体サイズ A5 サイズ    ：H210×W148mm 

バイブルサイズ：H170×W95mm 
ナローサイズ  ：H170×W80mm 
ミニサイズ    ：H127×W80mm 

希望小売価格 ＜無地/2mm 方眼/6mm 罫線＞ 

A5 サイズ：640 円+税/バイブルサイズ：500 円+税/ナローサイズ：500 円+税/ミニサイズ：480 円+税 

＜ToDo リスト＞ 

A5 サイズ：600 円+税/バイブルサイズ：450 円+税/ナローサイズ：450 円+税/ミニサイズ：420 円+税 

＜ドローイングペーパー＞ 

A5 サイズ：660 円+税/バイブルサイズ：560 円+税  ※2 サイズのみ 

＜2018 年度月間ブロック＞ 

A5 サイズ：900 円+税/バイブルサイズ：520 円+税/ナローサイズ：520 円+税/ミニサイズ：520 円+税 

＜2018 年度週間レフト式＞ 

A5 サイズ：1,800 円+税/バイブルサイズ：1,000 円+税/ナローサイズ：1,000 円+税/ 
ミニサイズ：1,000 円+税 
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製品名 プロジェクトマネージャー 
素材 紙製 
内容 6 色アソート、ガントチャート、ToDo リスト付 
本体サイズ A5 サイズ    ：H210×W150.5mm 

バイブルサイズ：H170×W97.5mm 
ナローサイズ  ：H170×W82.5mm 
ミニサイズ    ：H127×W82.5mm 

希望小売価格 A5 サイズ    ：600 円＋税 

バイブルサイズ：460 円＋税 

ナローサイズ  ：460 円＋税 

ミニサイズ    ：420 円＋税 
製品名 スケール下敷 
素材/仕様 PP 樹脂製、鍵穴式リング穴 
内容 縮尺定規、分度器、グリッド、文字サイズ、線幅表、インデックス機能付 
本体サイズ A5 サイズ    ：H214×W148mm 

バイブルサイズ：H174×W95mm 
ナローサイズ  ：H174×W80mm 
ミニサイズ    ：H131×W80mm 

希望小売価格 A5 サイズ    ：460 円＋税 

バイブルサイズ：420 円＋税 

ナローサイズ  ：420 円＋税 

ミニサイズ    ：400 円＋税 
製品名 リフター 
素材 PP 樹脂製 
内容 2 枚入 
本体サイズ A5 サイズ    ：H210×W148mm 

バイブルサイズ：H170×W95mm 
ナローサイズ  ：H170×W80mm 
ミニサイズ    ：H127×W80mm 

希望小売価格 A5 サイズ：520 円＋税 

バイブルサイズ：420 円＋税 

ナローサイズ  ：420 円＋税 

ミニサイズ    ：400 円＋税 
製品名 本革ペンホルダーリフター 
素材 本体：PP 樹脂製 ペンホルダー部分：ステア（牛革） 
仕様/内容 ロングタイプのペンホルダー、直径 13mm までのペンに対応 
本体サイズ A5 サイズ    ：H210×W168mm 

バイブルサイズ：H170×W115mm 
ナローサイズ  ：H170×W100mm 
ミニサイズ    ：H127×W100mm 

希望小売価格 A5 サイズ    ：1,200 円＋税 
バイブルサイズ：1,100 円＋税 
ナローサイズ  ：1,100 円＋税 
ミニサイズ    ：1,100 円＋税 

製品名 バンドリフター 
素材 本体：PP 樹脂製 ゴムバンド部分：ステア（牛革）、ポリエステル、天然ゴム 
仕様/内容 ゴムバンド、世界時差表、度量衡表付 

本体サイズ A5 サイズ    ：H214×W148mm 
バイブルサイズ：H174×W95mm 
ナローサイズ  ：H174×W80mm 
ミニサイズ    ：H131×W80mm 

希望小売価格 A5 サイズ    ：1,200 円＋税 
バイブルサイズ：1,100 円＋税 
ナローサイズ  ：1,100 円＋税 
ミニサイズ    ：1,100 円＋税 
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製品名 本革リングサポーター 
素材 ステア（牛革） 
仕様 着脱式、11mm 径 6 穴リング専用 
本体サイズ A5 サイズ    ：H172×W40mm 

バイブル&ナローサイズ：H154×W40mm ※バイブルサイズ、ナローサイズ共通サイズ 
ミニサイズ    ：H115×W40mm 

希望小売価格 A5 サイズ    ：1,000 円＋税 

バイブル&ナローサイズ：920 円＋税  

ミニサイズ    ：760 円＋税 

製品名 リフィルストレージ 
素材 本体：外装）生地：レーヨン 100% 内装）紙 スナップホック部分）金属製 
仕様/内容 スナップホック付、リフィル用紙 300 枚程度収納可能※PLOTTER 専用リフィルの場合 

専用タイトルシール付 

本体サイズ A5 サイズ    ：H225×W165×D35mm 
バイブルサイズ：H185×W110×D35mm 
ナローサイズ  ：H185×W95×D35mm 
ミニサイズ    ：H145×W95×D35mm 

希望小売価格 A5 サイズ    ：2,600 円＋税 

バイブルサイズ：2,400 円＋税 

ナローサイズ  ：2,200 円＋税 

ミニサイズ    ：2,000 円＋税 
店頭発売日 2017 年 9 月 23 日（土）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 

 

※デザインフィル www.designphil.co.jp 

※プロッター www.plotter-japan.com 
 

https://www.plotter-japan.com/

