2021 年 11 月 1 日
株式会社デザインフィル

「ミドリ」70 周年を記念した特別な限定セットを発売！
「オジサン」の LINE スタンプも登場！
限定セット発売日
：2021 年 11 月 18 日（木）
『オジサン LINE スタンプ』発売日：2021 年 11 月 11 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、当社が展開するプロダクトブランド「ミドリ」が、70 周年を迎えました。これを記念し、人気アイテムの限定
セットを 2021 年 11 月 18 日（木）に、『オジサン LINE スタンプ』を 2021 年 11 月 11 日（木）に発売します。(※限定
セットは、「ミドリ」70 周年スペシャルイベント［2021 年 11 月 12 日（金）～11 月 14 日（日）、青山・スパイラル］にて、
数量限定で先行販売します。)
「ミドリ」は 1950 年に便箋ほか、ノート、スケッチブックなどの紙製品の製造・販売から始まった日本の文房具
ブランドです。「暮らしに彩りを」をテーマに、デザインのチカラで日常を豊かにする製品開発を続けています。
「気持ちを伝える」ための紙製品を主力としながら、紙とともに使うことで楽しくなる機能文具まで、「デザインと紙」
を領域に定めた上で、トータルに文房具の展開を行っています。この度、「ミドリ」の 70 周年を記念して、人気
アイテムの特別なセットを発売します。さらに「ミドリ」の人気者、「オジサン」の LINE スタンプを発売します。さらに、
インスタグラム公式アカウント「文具のミドリ」では、限定セットの発売を記念した写真投稿型のキャンペーンを
開催します。

人気アイテムの限定セットを発売
「ミドリ」が目指しているのは、使う人が思わず笑顔になる、日々の暮らしが豊かになるような製品をお届けすること。
これまで応援してくださった皆さまに感謝の気持ちを込めて、「MD PAPER PRODUCTS®」、「XS（エックスエス）」、
『ペインタブルスタンプ 浸透印』、「オジサン」それぞれの限定セットを発売します。
「オジサン」の LINE スタンプも登場！
70 周年限定セットの発売に先行して、「オジサン」の LINE スタンプが登場します。さまざまなポーズの「オジサ
ン」をお楽しみいただける全 40 種のスタンプをご用意しました。
特別なプレゼントがもらえるキャンペーンを同時開催！
インスタグラム公式アカウント「文具のミドリ」（www.instagram.com/midori_designphil/）では、「オジサン」を除く
限定アイテムセット購入者を対象とした＜「ミドリ」70 周年！ありがとうキャンペーン＞の第二弾を開催します。

「ミドリ」70 周年記念した特別な限定アイテムセットを発売！
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<11 月 18 日（木）発売 70 周年限定アイテムセット概要>
・MD PAPER PRODUCTS®
紙そのものの魅力を活かした日本製のシンプルなプロダクト。書くことの愉しさや心地よさを追求したさまざまな
アイテムをセットにして揃えました。
『70 周年限定 MD 万年筆 ボトルインク付』
透明軸の『MD 万年筆』とオリジナルボトルインクの限定セットです。オリジナルカラーのインクと、スムーズな書き
心地の万年筆で、あなたの「書く」に寄り添います。
『70 周年限定 MD ノートライト＜A5＞ 方眼罫 7 色入』
原稿用紙をイメージした 5mm 方眼罫を 7 色でデザインした MD ノートライトのセット。色ごとに使い分けをしながら、
日常のさまざまなシーンでお愉しみください。
『70 周年限定 MD ブロックメモ 3 種入』
たっぷりと「書く」ことを愉しめる「MD 用紙」のブロックメモ 3 種セットです。無罫、横罫、方眼罫を、用途に合わせて
お使いいただけます。

各セットパッケージ状態

『70 周年限定 MD 万年筆 ボトルインク付』

『70 周年限定 MD ノートライト＜A5＞ 方眼罫 7 色入』

『70 周年限定 MD ブロックメモ 3 種入』

『70 周年限定 ペインタブルスタンプ 浸透印キット』
上から色を塗って自分らしくアレンジすることができる浸透印タイプのスタンプ。カードや封筒もセットになった、
お祝いや感謝の気持ちを伝えられる限定キットをご用意しました。

お祝いや感謝の気持ちを伝えられる
全 6 柄のラインアップ

パッケージ状態
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『70 周年限定 XS ステーショナリーキット 8 種入』
機能性と携帯性を追求した世界最小クラスのステーショナリーシリーズ「XS」（エックスエス）の全 8 アイテムを、
専用ケースに入れたキットにしました。オフィス、学校、ご家庭と、さまざまなシーンで活躍します。

パッケージ状態

さまざまなシーンで活躍する全 8 アイテム

8 アイテムがすっきりと収まる専用ケース

『70 周年限定 オジサン文具セット』
その独特な風貌と憎めない行動が愛され続けている、ミドリの人気者「オジサン」。オジサン柄のさまざまなアイテムを、
オリジナルのミニバッグに詰め込んだスペシャルセットです。

レターカッターセラミック刃 オジサン柄

さまざまなアイテムを
オリジナルのミニバッグに詰め込んだスペシャルセット

ピークリップス オジサン柄

ペインタブルスタンプ 浸透印 オジサン柄
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『オジサン LINE スタンプ』
『70 周年限定 オジサン文具セット』の発売に合わせ、「オジサン」の LINE スタンプが登場します。さまざまなポーズの
オジサンのイラストに、「おはよう」、「ありがとう」、「OK」など、日常のコミュニケーションで使いやすいフレーズを
あしらいました。全 40 種のスタンプをお楽しみいただけます。
※スタンプのご購入・ご利用には LINE アカウントが必要になります。
※通信費用などはお客さまのご負担となります。
※スタンプは、当社が直接販売するものではなく、LINE 株式会社にて提供されるサービスです。

【「ミドリ」70 周年スペシャルサイト】
www.midori-japan.co.jp/70th/
限定アイテムセットの製品情報は、（https://www.midori-japan.co.jp/70th/items/set/）でご覧いただけます。
【製品概要】
製品名
内容
素材/仕様

サイズ
色
希望小売価格
製品名
内容
仕様
サイズ
希望小売価格
製品名
内容
サイズ
希望小売価格
製品名
内容
素材

サイズ

『70 周年限定 MD 万年筆 ボトルインク付』
万年筆 1 本（スロベニア製）/ボトルインク 1 個（オーストリア製）/
コンバーター1 本（ドイツ製）/カートリッジ（黒）1 本（オーストリア製）
万年筆
：ペン先/スチール製 文字幅：M
ボトルインク：容量/30ml
万年筆
：直径 11×H133mm
ボトルインク
：H55×W57×D36mm
コンバーター ：直径 7×H75mm
カートリッジ
：直径 7×H38mm
グレー/オレンジ/青
…計 3 色
4,950 円（税込）
『70 周年限定 MD ノートライト<A5> 方眼罫 7 色入』
MD ノートライト<A5> 方眼罫 7 冊（罫線色：緑/水色/紺/紫/エンジ/茶/黄色）
本文：MD 用紙、64 ページ、方眼罫（5mm）
製本：中ミシン綴じ
H210×W148×D5mm
3,080 円（税込）
『70 周年限定 MD ブロックメモ 3 種入』
MD ブロックメモ 3 冊（無罫／横罫（7mm）／方眼罫（5mm））
本文：MD 用紙、各 500 枚入
H100×W100×D50mm
1,980 円（税込）
『70 周年限定 ペインタブルスタンプ 浸透印キット』
ペインタブルスタンプ 浸透印 1 個/ペインタブルスタンプ カラーペン 2 本（2 色×1）/
2 つ折りミニカード 24 枚（8 種×3）/封筒 24 枚（8 色×3）
ペインタブルスタンプ 浸透印 ：本体/ABS 製 印面/PE 製 油性顔料系黒インキ
ペインタブルスタンプ カラーペン：PP 製 水性顔料インキ
2 つ折りミニカード
：紙製（金箔押しあり）
封筒
：紙製
ペインタブルスタンプ 浸透印 ：H61×W61×D19mm
ペインタブルスタンプ カラーペン：直径 10×H160mm
2 つ折りミニカード
：H80×W160×D1mm
封筒
：H90×W90×D1mm
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柄
希望小売価格
製品名
内容

素材/仕様

サイズ

色
希望小売価格
製品名
内容

素材/内容

本体サイズ
希望小売価格
製品名
種類
希望小売価格

店頭発売日（※）

世界のサンキュー柄/サンキュー柄/レモン柄/
リース柄/バースデー柄/丸バースデー柄
…計 6 柄
2,640 円（税込）
『70 周年限定 XS ステーショナリーキット 8 種入』
XS 修正テープ 1 個/XS テープのり 1 個/XS コンパクトホッチキス 1 個／/XS カッター1 個/
XS メジャー<1.5m> 1 個/XS コンパクトパンチ 1 個/XS コンパクトハサミ 1 個/ XS テープカッター1 個
専用ケース
：ポリウレタン+ポリエステル製
XS 修正テープ
：ポ リカーボネート＋POM＋ABS 製 5mm 幅×4.2m〔使い切りタイプ〕
XS テープのり
：ポリカーボネート＋POM＋ラバーバンド製 5mm 幅×8m〔使い切りタイプ〕
XS コンパクトホッチキス ：ポリカーボネート+POM+スチール製 リムーバー付
XS カッター
：本体/ポリカーボネート＋POM 製 刃/SK-2 鋼材製
XS メジャー<1.5m>
：本体/ポリカーボネート＋PP 製 メジャー/PVC＋グラスファイバー製
XS コンパクトパンチ
：ポリカーボネート+POM+スチール製
XS コンパクトハサミ
：本体/ポリカーボネート＋POM 製 刃/ステンレス製
XS テープカッター
：本体/ポリカーボネート製、刃/ステンレス製 テープ/セロハン製〔芯：PE 製〕
専用ケース
：H103×W124×D43mm
XS 修正テープ
：H50×W17.5×D11.5mm
XS テープのり
：H25×W55.5×D13.5mm
XS コンパクトホッチキス ：H21×W66×D14.5mm
XS カッター
：H15×W69×D11mm
XS メジャー<1.5m>
：H38×W38×D11mm
XS コンパクトパンチ
：〔収納時〕H28×W67×D17.5mm 〔使用時〕H56×W109×D45mm
XS コンパクトハサミ
：〔収納時〕H19×W76×D16mm 〔使用時〕H72.5×W108×D16mm
XS テープカッター
：〔収納時〕H25.5×W56×D18mm 〔使用時〕H25.5×W86×D18mm
ケース：黒
本体：白
5,060 円（税込）
『70 周年限定 オジサン文具セット』
ミニバッグ オジサン柄 1 個/レターカッターセラミック刃 オジサン柄 1 個/
ペインタブルスタンプ 浸透印 オジサン柄 1 個/ピークリップス オジサン柄 1 個
ミニバッグ
：コットン製
レターカッターセラミック刃
：本体/ABS 製 刃/セラミック製 ボールチェーン付
ペインタブルスタンプ 浸透印 ：本体/ABS 製 印面/PE 製 油性顔料系黒インキ
ピークリップス
：ケース/紙製（リサイクルダンボール）、ゴムバンド付
本体クリップ/ファイバー紙製 16 個入り（2 柄×8）
ミニバッグ
：H190×W150×D10mm（持ち手の長さ：270mm）
レターカッターセラミック刃
：H39×W54×D9mm
ペインタブルスタンプ 浸透印 ：H61×W61×D19mm
ピークリップス
：H60×W60×D21mm（ケースサイズ）
3,520 円（税込）
『オジサン LINE スタンプ』
全 40 種
120 円（税込）または 50 コイン
『70 周年限定 MD 万年筆 ボトルインク付』『70 周年限定 MD ノートライト<A5> 方眼罫 7 色入』
『70 周年限定 MD ブロックメモ 3 種入』『70 周年限定 ペインタブルスタンプ 浸透印キット』
『70 周年限定 XS ステーショナリーキット 8 種入』『70 周年限定 オジサン文具セット』
：2021 年 11 月 18 日（木）より順次発売
『オジサン LINE スタンプ』：2021 年 11 月 11 日（木）

（※）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
「ミドリ」公式インスタグラム：「文具のミドリ」 @midori_designphil
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