2020 年 8 月 27 日
株式会社 デザインフィル

2021 年のテーマは「本」
本と『トラベラーズノート』があれば、いつでもどこでも旅人になれる！

2021 年版『ダイアリーリフィル』
『クリアホルダー2021』『下敷 2021』『カスタマイズシール 2021 ダイアリー用』発売
発売日：2020 年 9 月 10 日（木）
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、旅するように毎日を過ごす人のためのノートをコンセプトに当社が展開する『トラベラーズノート』より、
2021 年版『ダイアリーリフィル』［レギュラーサイズ：＜月間＞880 円（税込）（※1）、＜週間+メモ＞1,980 円（税込）、
＜週間バーチカル＞1,980 円（税込）…計3 種類、パスポートサイズ：＜月間＞704 円（税込）、＜週間＞1,474 円（税込）
…計 2 種類］を発売します。
また、ダイアリーをカスタマイズするアイテムとして、チケットやカードを収納できる『クリアホルダー2021』［レギュラー
サイズ：440 円（税込）、パスポートサイズ：396 円（税込）］、『トラベラーズノート』、『トラベラーズノート パスポート
サイズ』に挟んで使える『下敷 2021』［レギュラーサイズ：396 円（税込）、パスポートサイズ：352 円（税込）］、ダイアリー
のカスタマイズに便利な『カスタマイズシール 2021 ダイアリー用』［6 枚入、880 円（税込）］も 2021 年限定デザイン
が登場。いずれの製品も 2020 年 9 月 10 日（木）より、ダイアリーシーズンのみの数量限定にて発売します。
『トラベラーズノート ダイアリーリフィル』、『トラベラーズノート パスポートサイズ ダイアリーリフィル』は、日付
の入ったダイアリー用のリフィルです。『トラベラーズノート ダイアリーリフィル』は、「月間」、「週間+メモ」、「週間
バーチカル」の 3 種類、『トラベラーズノート パスポートサイズ ダイアリーリフィル』は「月間」と「週間」の 2 種類の
フォーマットをご用意しています。
毎年デザインが変わるカスタマイズアイテムの 2021 年のテーマは本。「本と『トラベラーズノート』があれば、
いつでもどこでも旅人になれる」というメッセージとともに、旅を感じる文学作品や『トラベラーズノート』をモチーフ
にデザインしました。

2021 年のテーマは「本」
本と『トラベラーズノート』があれば、いつでもどこでも旅人になれる！
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【製品特徴】
2021 年版『トラベラーズノート ダイアリーリフィル』、『トラベラーズノート パスポートサイズ ダイアリーリフィル』
日付の入ったダイアリー用のリフィルです。『トラベラーズノート ダイアリーリフィル』は、「月間」、「週間+メモ」、
「週間バーチカル」の 3 種類、『トラベラーズノート パスポートサイズ ダイアリーリフィル』は「月間」と「週間」の
2 種類のフォーマットをラインアップ。スタイルに応じてお選びいただけます。「月間」以外のフォーマットは、1～6 月、
7～12 月に分かれている 2 冊のスケジュールリフィルを差し替えることで、軽快に持ち歩くことができます。また、
各リフィルには、ダイアリーガイドとカスタマイズを楽しむためのステッカーが付いています。
・「月間」
人気のブロックタイプの月間スケジュールに、時差表や度量衡換算表、サイズ表など、便利な旅情報を収録
・「週間+メモ」
見開きページの左側に 1 週間スケジュール、右側に方眼罫のフリーメモページを備えたレフト式スケジュール
・「週間バーチカル」
時間単位で予定を管理したい方向け、「週間」は 1 週間の予定のみのシンプルなフォーマット
『クリアホルダー2021』
三つ折りにした A4 の書類やポストカードなどが収納できるレギュラーサイズと、名刺やチケットなどをざっくり入れて
持ち歩けるパスポートサイズの 2 タイプをご用意しました。2021 年限定のグラフィックは、本と『トラベラーズノート』を
モチーフにデザイン。印刷とあわせてメッセージなどを金箔で表現しました。
『下敷 2021』
立ったままで書いたり、しおりにして瞬時にそのページを開いたり、直線を引いたりと、旅先でのさまざまなシーン
で便利にお使いいただけるアイテムです。2021 年版は、旅を感じる文学作品をモチーフにデザイン。『下敷』を
『トラベラーズノート』に挟むことで、旅の物語に思いを馳せながら、想像の旅も楽しんでいただきたいという想い
を込めました。
『カスタマイズシール 2021 ダイアリー用』
『トラベラーズノート』のダイアリーを楽しくカスタマイズするためのシール 6 枚のセットです。インデックスやポケット、
予定を表したアイコンやインレタ、表紙を彩るシールなど、『トラベラーズノート』のダイアリーをさらに楽しくカスタ
マイズします。2021 年は本をテーマに、表紙に貼るカスタマイズシールは、マーク・トゥエインの『ハックルベリー・
フィンの冒険』、サン＝テグジュペリの『夜間飛行』、サマセット・モームの『月と六ペンス』、梶井基次郎の『檸檬』など
世界の旅を感じる文学作品をモチーフにデザインしました。世界の名作が 2021 年の旅を彩ります。

『クリアホルダー2021』

『下敷 2021』

『カスタマイズシール 2021 ダイアリー用』
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なお、製品に関するさまざまな情報や、開発者のブログ、『トラベラーズノート』ユーザーの皆さまにご投稿いた
だいているカスタマイズ集などを掲載した「トラベラーズカンパニー」オフィシャルサイト（www.travelers-company.com）
にて、地下鉄路線図や世界地図、出国カードのような旅の覚書表など、『トラベラーズノート』にぴったり貼れるサイズの
便利なダウンロードアイテムを多数ご用意しております。（※2）
自由に旅に出られないときも、本から得る想像力と『トラベラーズノート』があれば、時間や空間を自由に越えていく
旅人になれます。旅に出ることが出来ないときこそ、本とノートで心の旅に出てみませんか。2021 年も『トラベラーズ
ノート』とともに、旅するように毎日をお過ごしください。
（※1）すべて希望小売価格（※2）2021 年版ダイアリーのダウンロードは 2020 年 10 月上旬より開始する予定です。

以 上
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2021 年版『トラベラーズノート ダイアリーリフィル』
本文：「MD 用紙」、中ミシン綴じ
月間/週間+メモ/週間バーチカル
＜共通＞
年間カレンダー/ダイアリーガイド（シール付）
月間
：年間スケジュール/月間スケジュール（※1）/旅情報/メモ
…計 48 ページ×1 冊
週間+メモ
：月間スケジュール（※1）/1 週間スケジュール（※2）+セクションメモ…計 68 ページ×2 冊
週間バーチカル：月間スケジュール（※1）/週間バーチカル（※2）
…計 68 ページ×2 冊
月間 ：H210×W110×D3 mm / 週間+メモ、週間バーチカル ： H210×W110×D8 mm
月間 ：880 円（税込）/週間+メモ ： 1,980 円（税込）/週間バーチカル ：1,980 円（税込）
2021 年版『トラベラーズノート パスポートサイズ ダイアリーリフィル』
本文：「MD 用紙」、中ミシン綴じ
月間/週間
＜共通＞
年間カレンダー/ダイアリーガイド（シール付）
月間：年間スケジュール/月間スケジュール（※1）/旅情報/メモ …計 48 ページ×1 冊
週間：月間スケジュール（※1）/1 週間スケジュール（※2）
…計 68 ページ×2 冊
月間：H124×W89×D3mm /週間：H124×W89×D8 mm
月間：704 円（税込）/週間：1,474 円（税込）
『クリアホルダー2021』
PP 製
本と『トラベラーズノート』をモチーフにデザイン、1 枚入
レギュラーサイズ：H214×W110×D1 mm パスポートサイズ：H128×W89×D1 mm
レギュラーサイズ：440 円（税込）/パスポートサイズ ：396 円（税込）
『下敷 2021』
PP 製
表：旅を感じる文学作品をモチーフにデザイン、裏：方眼罫プリント …1 枚入
レギュラーサイズ：H210×W106×D1 mm パスポートサイズ：H124×W85×D1 mm
レギュラーサイズ：396 円（税込）/パスポートサイズ ：352 円（税込）
『カスタマイズシール 2021 ダイアリー用』
PET、紙製
世界の旅を感じる文学作品をモチーフにデザイン、6 枚入
880 円（税込）
2020 年 9 月 10 日（木）より順次発売（※3）

（※1）月間：2020 年 12 月～2022 年 1 月（※2）週間+メモ/週間バーチカル/週間：2021 年 1 月～6 月、7 月～12 月
（※3）店舗によって発売日が異なる場合がございます。
※『トラベラーズノート』は株式会社デザインフィルの登録商標です。

以 上
※デザインフィル www.designphil.co.jp
※トラベラーズカンパニー www.travelers-company.com
※トラベラーズファクトリー www.travelers-factory.com
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