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2021年 8月 17日 

株式会社デザインフィル 
 

 
クラフトマンシップ溢れる最高級フラッグシップモデル「AUTHEN」と 

スタンダードデザインのロングセラーモデル「PEARCE」にミニ 5サイズ登場！ 
 

発売日：2021年 9月 15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、当社が展開しているプロダクトブランド「KNOX（ノックス）」から、クラフトマンシップ溢れる最高級フラッグ
シップモデル「AUTHEN（オーセン）」が定番製品として、加えて、ロングセラーシリーズ「PEARCE（ピアス）」のミニ 5

サイズのバインダーとリフィルが新たにラインアップに加わります。 

 

オーセン『システム手帳 ミニ 5 サイズ』［ブラック/ブラウン/ダークブラウン…計 3 色、49,500 円（税込）（※1）］、ピアス
『システム手帳 ミニ 5 サイズ』［ブラック/ブラウン/ダークブラウン/レッド/ワイン/グリーン…計 6 色、希望小売価格
11,000円（税込）、ミニ 5サイズの『リフィル』［メモ 5mm方眼 100枚/リーガルパッドメモ 80 枚/インデックス横 5 山
タイプ 5 枚/リフター2 枚/ページファインダー/ファスナー付クリアポケット…計 6 種類、希望小売価格 286 円～715 円
（税込）］が新登場。さらに新アイテムとして、『メモ 5mm ドット天金 100 枚』［A5 サイズ/バイブルサイズ/ナローサ
イズ/ミニサイズ/ミニ 5サイズ、715～1320円（税込）］および『リング穴用補強シール カラー』［A5サイズ/バイブル
サイズ/ナローサイズ/ミニサイズ（※2）、286～396円（税込）］を、2021年 9月 15日（水）に新発売します。 

（※1）全て希望小売価格 

（※2）ミニ 5 サイズと併用可能 

 

今回発売する「オーセン」および「ピアス」のミニ 5 サイズは、メモや会議のログが取りやすく、持ち歩きにも便利な
コンパクトサイズ。「オーセン」はフラップタイプを採用し、細身ながら収納力もしっかり持たせました。「ピアス」は、
約 20年前まで展開していたミニ 5サイズの復刻モデルです。小さいながらも使うほどに艶が上がり、風合いが増す
バッファローカーフの楽しさも味わっていただけます。 

 また、あわせてミニ 5 サイズの定番リフィルもご用意しました。豊富な種類が揃う「ノックス」のリフィルの中から、
より多くの方が活用しやすい 6種類のフォーマットを選んでいます。さらに、新アイテムとして、三方のコバ部分に紙
を守るために行われていた伝統的な天金箔加工（ゴールド箔）を施したドット方眼罫のリフィル『メモ 5mm ドット
天金 100枚』と、『リング穴補強シール』のカラー版とが各サイズのラインアップに加わります。 

 

なお、製品情報に関する詳しい情報は、オフィシャルホームページ（www.knox-japan.jp）にて公開します。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご要望を多数いただいていたミニ 5サイズが定番製品に！ 

クラフトマンシップ溢れる最高級フラッグシップモデル 

オーセン『システム手帳 ミニ 5穴サイズ』新発売 

 

 

20 年ほど前まで販売していたミニ 5 サイズを復刻！ 

スタンダードデザインのロングセラーモデル 

ピアス『システム手帳 ミニ 5 穴サイズ』登場 
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＜製品特徴＞ 
◎「AUTHEN（オーセン）」 
最高級フランス産原皮の良質なショルダーレザーと東京伝統のピッグスキンに日本の縫製職人が独自のオイル
ド加工を施し、個性ある素材のコンビネーションから生まれた本格派シリーズ。職人が納得のいく本物の素材として自
ら手を加えたオリジナルレザーは、独特の佇まいと深い味わいをお楽しみいただけます。 
 
好評のミニ 6サイズをさらに小ぶりにしたミニ 5サイズ 
ユーザーの皆さまから発売のご要望を多数いただいていたフラップタイプのミニ 5 サイズが定番製品としてライン
アップに加わります。 

・フラップタイプなので、11mm リング径と細身ながら収納力も実現 

・ポケットのエッジを傷つけないよう、バインダーと同じ革を使った着脱可能なリングサポーター付き 

・ピッグスキン製のペンホルダーは直径 13mm径のペンまで対応 
 
◎「PEARCE（ピアス）」 
1993 年の発売から、20 年以上愛されている「ノックス」のロングセラー。植物タンニンで丁寧に鞣された高級
バッファローカーフを贅沢に使用しています。しなやかで繊細なカーフの風合いが手にしっくりきて使い込むほどに
味わいと愛着が湧く「ノックス」のスタンダードなシリーズです。 
 
「ミニ 5サイズ」を復刻 
約 20 年前まで展開していたミニ 5 サイズを復刻しました。「ピアス」ならではの当時のオーソドックスなデザイン
や仕様はそのままに、マテリアルアイコンである上質なバッファローカーフがミニマムな手帳スタイルに映えます。 
 
「ミニ 5サイズのみ」赤を加えた 6色展開 
既存の手帳展開カラー5 色（ブラック、ブラウン、ダークブラウン、グリーン、ワイン）に加え、ミニ 5 サイズのみレッド
を追加しました。全 6色展開。 

aa 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ 

 

 

 

 
 
◎使いやすい定番リフィルをラインアップ 
豊富な種類が揃う「ノックス」のリフィルの中から、より多くの方が活用しやすい 6 種類のフォーマットを選びました。 

『メモ 5mm方眼 100枚』…文字が自然と揃えられ、図やグラフ、イラストなどの記入に便利な 5mm方眼タイプ 

『リーガルパッドメモ 80枚』…ザクザク書けて、情報を整理しやすい、ブルー紙のリーガルパッドメモ 

『インデックス横 5山タイプ 5枚』…検索性をアップするインデックスリフィル。丈夫な PP樹脂製 

『リフター2枚』…用紙の回転をスムーズにさせる PP樹脂製リフター 

『ページファインダー』…リングを閉じたままで着脱可能なしおり。9.5cm定規付き 

『ファスナー付クリアポケット』…レシートや切手など、小物の収納に便利な半透明のファスナー付きポケット 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バインダーと同じ革の着脱可能な 

リングサポーター付き 

きめ細やかな表情のバッファローカーフが 

ミニマムな手帳スタイルに映える 

使いやすい 6 種類の定番リフィル 
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◎新たに 2アイテムが各サイズに登場 
新アイテムとして、『リング穴補強シール』のカラー版と、三方のコバ部分に紙を守るために行われていた伝統的
な天金箔加工（ゴールド箔）を施したドット方眼罫のリフィルが各サイズのラインアップに加わります。 

『メモ 5mm ドット天金』 A5サイズ、バイブルサイズ、ナローサイズ、ミニサイズ、ミニ 5サイズ 

・書くことを邪魔しないドット方眼のゴールド天金箔リフィル 

・さりげないガイドできれいに書きやすい 5mm間隔のドット方眼 

・コバ部分には伝統的な天金ゴールド箔加工で高級感を演出します 
 
『リング穴用補強シール カラー』 A5サイズ、バイブルサイズ、ナローサイズ、ミニサイズ 

・リング周り部分にグラデーションの色目が付いた、リング穴補強シール。リング穴に沿って貼りやすく、ズレの心配
がありません 

・スモーキーカラーのグラデーションで、ちょっとしたアクセントに。リング穴中央部分は、丸シールとしても活用でき
ます。再剥離タイプ 

・ミニサイズは、ミニ 5サイズと併用可能 

 

 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【製品概要】 

シリーズ名 KNOX 「AUTHEN（オーセン）」 

製品名 『システム手帳』 

素材 表面：牛革（ステア） 中面：牛革（ステア）、豚革（ピッグスキン） 

仕様 

内装）中面右：アオリポケット×1、ペンホルダー×1   中面左：アオリポケット×1、カードポケット×2 

    着脱式リングサポーター付属 

バインダー）5 穴リング 11mm径、リング色：シルバー 

カラー ブラック/ブラウン/ダークブラウン…計 3 色 

本体サイズ ミニ 5 サイズ：H115×W95×D50mm  

希望小売価格 49,500 円（税込） 

シリーズ名 KNOX 「PEARCE（ピアス）」 

製品名 『システム手帳』 

素材 表面：水牛革（バッファローカーフ） 中面：水牛革（バッファローカーフ）、裏地（合皮） 

仕様 内装）中面右：サイドポケット×1  中面左：サイドポケット×1、カードポケット×2 

 バインダー）5 穴リング 11mm径、リング色：シルバー 

カラー ブラック/ブラウン/ダークブラウン/レッド/ワイン/グリーン …計 6色 

本体サイズ ミニ 5 サイズ：H115×W85×D25mm （ベルト除く） 

希望小売価格 11,000 円（税込） 

製品名 『リフィル メモ 5mm方眼 100 枚』 

素材、内容 「DP 用紙」クリーム、100 枚入 

本体サイズ H105×W62mm 

希望小売価格 374 円（税込） 

製品名 『リフィル リーガルパッドメモ 80枚』 

素材/色 色上質紙、80 枚入、ブルー 

仕様/内容 横 5 山タイプ、5 枚入 

本体サイズ ミニ 5 サイズ：H105×W62mm 

希望小売価格 440 円（税込） 

三方コバ部分に天金箔加工を施した 

ドット方眼罫のリフィル。全サイズで発売。 

貼りやすいカラー版のリング穴補強シール。 

シール中央部分は丸シールとしても使えます。 
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製品名 『リフィル インデックス横 5 山タイプ 5 枚』  

素材、内容 PP 樹脂製  

本体サイズ ミニ 5 サイズ:H105×W66mm   

希望小売価格 440 円（税込）  

製品名 『リフィル リフター2 枚 』  

素材 PP 樹脂製  

色 ブラック  

本体サイズ ミニ 5 サイズ：H105×W62mm  

希望小売価格 440 円（税込）  

製品名 『リフィル ページファインダー 』  

素材 PP 樹脂製  

本体サイズ ミニ 5 サイズ：H111×W30mm  

希望小売価格 330 円（税込）  

製品名 『リフィル ファスナー付クリアポケット』  

素材 PVC製  

本体サイズ ミニ 5 サイズ：H105×W72mm  

希望小売価格 286 円（税込）  

製品名 『リフィル メモ 5mm ドット天金』  

素材 「DP 用紙」クリーム  

仕様、内容 コバ部分三方に天金箔（コールド）加工、100 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  

ミニ 5 サイズ  ：H105×W62mm  

希望小売価格 

A5 サイズ    ：1,320 円（税込）  

バイブルサイズ：990 円（税込）  

ナローサイズ  ：990 円（税込）  

ミニサイズ    ：715 円（税込）  

ミニ 5 サイズ  ：715 円（税込）  

製品名 『リフィル リング穴用補強シール カラー』  

素材 PET 樹脂製  

内容 A5 サイズ    ：1 シート 52 個  

 バイブルサイズ：1 シート 72 個  

 ナローサイズ  ：1 シート 84 個   

 ミニサイズ    ：1 シート 66 個 ※ミニ 5 サイズと併用可能  

本体サイズ A5 サイズ    ：シール外径 12mm/内径 6mm  

 バイブルサイズ：シール外径 10 mm/内径 5mm  

 ナローサイズ  ：シール外径 8mm/内径 4mm  

 ミニサイズ    ：シール外径 8mm/内径 4mm ※ミニ 5 サイズと併用可能  

希望小売価格 A5 サイズ    ：396 円（税込）  

 バイブルサイズ：330 円（税込）  

 ナローサイズ  ：330 円（税込）  

 ミニサイズ    ：286 円（税込）  

店頭発売日 2021 年 9 月 15 日（水） （※）  

（※）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 
※ノックス www.knox-japan.jp 

www.designphil.co.jp
www.knox-japan.jp

