2019 年 9 月 25 日
株式会社デザインフィル

25 周年を記念した特別なデザイン！

オジサン 25 周年限定アイテム発売
『レターセット』『スタンドメモ』『ひみつメモ』『マスキングテープ』
『活版印刷のミニカードセット』『活版印刷のポスター』
『ペンケース』『フラットポーチ』『トートバッグ』『スノードーム』
発売日：2019 年 10 月 23 日（水）
「オジサン」の 25 周年を作者とお祝いしよう！

オジサン 25 周年記念ファンイベント参加キャンペーン開催！
応募期間：2019 年 10 月 23 日（水）～2020 年 1 月 7 日（火）
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、デザインを通じて生活を楽しく
するインスピレーションを提供し、人々のコミュニケーションを豊かに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」の人気シリーズ「オジサン」がデビュー25 周年を迎えます。
これを記念して、25 周年限定アイテムが登場します。気ままに書ける『レターセット』（600 円+税）、立てて置ける
メモ『スタンドメモ』［看板柄/背中柄（各 360 円+税）］、メッセージを隠せるメモ『ひみつメモ』［穴から柄/おやすみ柄
（各 360 円+税）］、ノートや手帳に貼って使える『マスキングテープ』［＜S＞（520 円+税）、＜M＞（680 円+税）］、
8 柄のミニカードと封筒のセットが箱に入った『活版印刷のミニカードセット』（1,500 円+税）、活版印刷の風合いが
魅力の『活版印刷のポスター』（メインアート柄/表紙一覧柄（各 1,000 円+税）、ファスナーに「オジサン」のチャーム
が付いたスタンドタイプの『ペンケース』［山登り柄 緑/リフト柄 黄色（各 1,400 円+税）］、小物入れにぴったりの
『フラットポーチ』［自転車柄 緑/空飛ぶ柄 黄色（各 1,200 円+税）］、版画のようなぬくもりのあるタッチで描かれた
『トートバッグ』［＜M＞（1,500 円+税）、＜L＞（2,300 円+税）］、手のひらサイズの『スノードーム』（1,800 円+税）
（※1）を、2019 年 10 月 23 日（水）（イーオジサンの日）に発売します。
「オジサン」は、「ミドリ」の人気ダイアリーシリーズ『ポケットダイアリー』の 1995 年版で初登場しました。その独特な
風貌と憎めない行動や仕草が人気を博し、現在でも国内外の幅広い年代のファンの皆さまに愛されています。
2019 年 8 月発売の 2020 年版『ポケットダイアリー』でデビュー25 周年となり、これを記念したアイテムの発売お
よび 25 周年イベントを開催します。

祝！「オジサン」25 周年。誕生日は 10 月 23 日（イーオジサン）の日！
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今回発売する限定アイテムは、吹き出しのデザインの中に気ままに綴ることができる『レターセット』、二つ折り
にするだけで机の上にちょこんと立てて置ける『スタンドメモ』、「オジサン」が穴から出てきたり布団に入ったりと、
二つに折ってメッセージを隠す作業が楽しい『ひみつメモ』、マイペースに空を飛ぶ「オジサン」をデザインした
＜S＞サイズと「オジサン」とイヌ達のあたたかな時間を版画風に描いた＜M＞サイズを揃えた『マスキングテープ』、
「おめでとう」や「ありがとう」を伝えるシーンで使えるカード 8 柄がセットになった『活版印刷のカードセット』、
A4 サイズに描かれた特大の「オジサン」やこれまでの『ポケットダイアリー』の表紙を飾った歴代の「オジサン」
が一覧できる『活版印刷のポスター』、ファスナー部分に付いているチャームの「オジサン」が山登りをしたりリフト
を下ったりする様子が楽しめる『ペンケース』、ファスナーを開け閉めするとサイクリングをしたり空を飛んだりする
「オジサン」に心が和む『フラットポーチ』、版画のような風合いのあるデザインが印象的な『トートバッグ』、手の
ひらに乗るミニサイズで飾りやすい『スノードーム』の計 10 種類 17 アイテム。いずれも、思わずクスリと笑みがこぼれ、
ほっこりと優しい気持ちになる「オジサン」の魅力が詰まった製品です。
また、25 年間のご愛顧に感謝し、オジサン 25 周年限定アイテムの『ポスター』をお買い上げいただいたお客さま
の中から抽選で 30 名様を、2020 年 2 月にデザインフィル本社で開催する、オジサン 25 周年記念ファンイベント
にご招待するキャンペーンをスタートします。（※2）本イベントでは、これまで発表した製品の原画やスケッチの展示、
作者とのトークタイムやサイン会、撮影コーナーなど、「オジサン」の世界を存分にお楽しみいただける内容を
予定しています。
応募期間は 2019 年 10 月 23 日（水）～2020 年 1 月 7 日（火）、応募方法は、オジサン 25 周年限定アイテムの
『ポスター』に同封されている応募ハガキに必要事項を記載の上、切手を貼ってお送りください。（※3）
尚、製品やキャンペーンの詳しい情報は「オジサン スペシャルサイト」（www.midori-japan.co.jp/ojisan）にて
お知らせします。
（※1）すべて希望小売価格
（※2）交通費、宿泊費等は参加者の負担となりますのでご了承ください
（※3）当日消印有効

以上

名刺 1 枚から太 10mm ほどのペンまで
中身をしっかりとホールド
二つ折りにするだけで「オジサン」を
机の上にちょこんと立てて置ける『スタンドメモ』

吹き出しのデザインの中に気ままに綴ることができる
『レターセット』

二つに折ってメッセージを隠す作業が楽しい
『ひみつメモ』

手帳やノートに貼って使える『マスキングテープ』
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「おめでとう」や「ありがとう」を伝えるシーンで使える
8 柄のカードがセットになった『活版印刷のカードセット』

活版印刷の風合いが魅力の『活版印刷のポスター』

ファスナー部分の「オジサン」が
アクセントになった『ペンケース』

サイクリングをしたり空を飛んだりする「オジサン」に
心が和む『フラットポーチ』

手のひらに乗るミニサイズで飾りやすい
『スノードーム』

版画のようなぬくもりのある「オジサン」のデザインが
印象的な『トートバッグ』
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【イベント/キャンペーン概要】
25 周年限定アイテムの『ポスター』をお買上げの方の中から抽選で 30 名様を、「オジサン」の 25 周年を記念して
開催予定のファンイベントにご招待します。
■イベント名
オジサン 25 周年記念ファンイベント
■開催日時
2020 年 2 月 13 日（木）19:00～21:00
※受付開始 18:30～
■開催場所
株式会社デザインフィル
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-19-19 恵比寿ビジネスタワー9F
www.designphil.co.jp
■内容
・これまでに発売した製品の原画・スケッチの展示
・「オジサン」作者とのトークタイムやサイン会
・撮影コーナー など
※軽食とドリンクをご用意しています。
■キャンペーン応募期間
2019 年 10 月 23 日（水）～2020 年 1 月 7 日（火） ※当日消印有効
■キャンペーン応募概要
オジサン 25 周年限定アイテムの『ポスター』に同封されている応募ハガキに必要事項を記載の上、切手を貼って
ご郵送ください。当選された方には、1 月中旬までにハガキに記載していただいたメールアドレス宛にご連絡いた
します。
※『ポスター』同封のハガキ以外でご応募された場合は無効となります。
※参加枠（権利）のみのプレゼントとなります。交通費、宿泊費等は参加者ご自身の負担となりますので予めご了承
ください。
詳細は「オジサン スペシャルサイト」（https://www.midori-japan.co.jp/ojisan/info/25th_campaign.html）をご参照
ください。
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【製品概要】
製品名
内容
本体サイズ
希望小売価格
製品名
内容
柄
本体サイズ
希望小売価格
製品名
内容
柄
本体サイズ
希望小売価格
製品名
本体サイズ
希望小売価格
製品名
内容
本体サイズ
希望小売価格
製品名
柄
本体サイズ
希望小売価格
製品名
素材
柄
本体サイズ
希望小売価格
製品名
素材/内容
柄
本体サイズ
希望小売価格
製品名
素材/内容
本体サイズ
希望小売価格
製品名
本体サイズ
希望小売価格
店頭発売日（※）

『レターセット』
便箋：12 枚入、封筒：6 枚入
便箋：H210×W148mm 封筒：H162×W114mm
600 円+税
『スタンドメモ』
12 枚入
看板柄/背中柄
…計 2 柄
H110×W55mm
360 円+税
『ひみつメモ』
20 枚入
穴から柄/おやすみ柄 …計 2 柄
H125×W65mm
360 円+税
『マスキングテープ』
<S>：15mm 幅×10m、<M>：30mm 幅×10m
<S>：520 円+税、<M>：680 円+税
『活版印刷のミニカードセット』
8 柄×2 枚
…計 16 枚 紙箱入
おめでとう 1 柄/おたんじょう日おめでとう 1 柄/赤ちゃん誕生おめでとう 1 柄
Happy Birthday 1 柄/Congratulations 2 柄/Thank You 2 柄
活版カード：H61×W90mm（縦横混合）、封筒：H65×W100mm、箱：H38×W100×D77mm
1,500 円+税
『活版印刷のポスター』
メインアート柄/表紙一覧柄
…計 2 柄
H297×W210mm（A4 サイズ）
1,000 円+税
『ペンケース』
本体：コットン製 内側：PVC コーティング ストラップ：ポリウレタン製 チャーム：亜鉛合金製
山登り柄 緑/リフト柄 黄色
…計 2 柄
H225×W85×D85mm（ストラップ部分除く）
1,400 円+税
『フラットポーチ』
本体：コットン製 内側：PVC コーティング ストラップ：ポリウレタン製 チャーム：亜鉛合金製
自転車柄 緑/空飛ぶ柄 黄色 …計 2 柄
H105×W190×D10mm（ストラップ部分除く）
1,200 円+税
『トートバッグ 』
本体：コットン製
<M>：H370×W300×マチ 40mm（持ち手の長さ 360mm）
<L> H360×W360×マチ 100mm（持ち手の長さ 560mm）
<M>：1,500 円+税
<L>2,300 円+税
『スノードーム』
H59×W45×D45mm
1,800 円+税
2019 年 10 月 23 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
※デザインフィル www.designphil.co.jp
※ミドリ www.midori-japan.co.jp
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