2021 年 11 月 1 日
株式会社デザインフィル

70 周年限定セットをさらに楽しめるアイテムをプレゼント！

＜「ミドリ」70 周年！ありがとうキャンペーン＞第二弾
“スペシャルセットコース”開催！
2021 年 11 月 18 日（木）～2022 年 3 月 25 日（金）
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 70 周年を記念し、「ミドリ」のインスタグラム公式アカウント
「文具のミドリ」（@midori_designphil）では、2021 年 11 月 18 日（木）に発売する 70 周年限定セット（※一部を除く）を
お買い上げいただいた方を対象とした＜「ミドリ」70 周年！ありがとうキャンペーン＞を 2021 年 11 月 18 日（木）から
2022 年 3 月 25 日（金）に開催いたします。
「 ミ ドリ 」のイ ン スタグラム公 式ア カウ ント 「 文具 のミ ドリ 」 （www.instagram.com/midori_designphil/） は、
「ミドリ」製品の魅力をお伝えするアカウントとして 2018 年 12 月よりスタートしました。製品情報だけではなく、
なかなか直接お伝えする機会のない、デザイナーや作り手の思いを交えて「ミドリ」のアイテムや海外のお店
情報などをご紹介しています。
今回開催する＜「ミドリ」70 周年！ありがとうキャンペーン＞は、「ミドリ」製品の新たな魅力を発見し、70 周年
限定アイテムの写真を共有して楽しむことを目的とした投稿型キャンペーンです。10 月発売の限定製品、11 月
発売の限定製品で対象製品の異なる 2 つのコースに分かれています。今回、その第二弾として、2021 年 11 月
18 日（木）に発売する限定セット（※一部を除く）を対象とした“スペシャルセットコース”を開催します。
期間中は、11 月 18 日（木）に発売する対象製品をご購入いただき撮影の上、ハッシュタグ「#文具のミドリ」と
「#midori70th」をつけてインスタグラムに投稿いただきます。投稿いただいた方の中から、「ミドリ」開発担当者が
特に気になると感じた投稿をしてくださった方には、対象製品をさらに楽しんでいただける特別なプレゼントをご用意
しています。
以 上

70 周年限定アイテムを撮って投稿しよう！
＜「ミドリ」70 周年！ありがとうキャンペーン＞第二弾“スペシャルセットコース”開催！
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【キャンペーン概要】
■キャンペーン名
＜「ミドリ」70 周年！ありがとうキャンペーン＞第二弾 “スペシャルセットコース”
■応募期間
2021 年 11 月 18 日（木）～2022 年 3 月 25 日（金） 23:59 まで
当選者の方には 2022 年 4 月 1 日（金）にインスタグラムダイレクトメッセージにてご連絡します。
■参加方法
「ミドリ」70 周年限定アイテムの中から対象製品をご購入いただき撮影の上、ハッシュタグ「#midori70th」「#文具のミドリ」
の 2 つをつけて投稿してください（複数枚投稿可）。対象製品の写真であればどんなものでも構いません。ぜひ
お気に入りのショットを撮影の上、投稿してください。
尚、本キャンペーンは日本国内在住者のみご参加いただけます。
※詳しくはキャンペーンサイトまたはインスタグラム公式アカウント「文具のミドリ」（@midori_designphil）をご覧ください。
■対象製品
『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』は対象外）
■プレゼント
『70 周年限定 MD 万年筆 ボトルインク付』を投稿された方：70 周年限定 MD 万年筆&ボトルトレー（非売品）
国産の間伐材を何枚も貼り合わせた合板で MD 用紙の積層をイメージした MD 万年筆とインクボトル専用のトレー
です。木の優しい風合いを生かしたデザインは、インテリアを邪魔せずデスクに馴染みます。「MD PAPER」ロゴの
焼き印付きです。（※『70 周年限定 MD 万年筆 ボトルインク付』はプレゼントには含まれません。）

『70 周年限定 MD ノートライト<A5> 方眼罫 7 色入』を投稿された方：70 周年限定 MD ノート&ブックエンド（非売品）
国産の間伐材を何枚も貼り合わせた合板で MD 用紙の積層をイメージしたノート&ブックエンド。A5 サイズの『MD ノート』
にぴったりのサイズです。『MD ノート』と一緒に愛読書をコレクションするのもおすすめ。「MD PAPER」ロゴの焼き印付きで
す。（※『70 周年限定 MD ノートライト<A5> 方眼罫 7 色入』、『MD ノート』はプレゼントには含まれません。）
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『70 周年限定 MD ブロックメモ 3 種入』を投稿された方：70 周年限定 MD ブロックメモトレー（非売品）
国産の間伐材を何枚も貼り合わせた合板で「MD 用紙」の積層をイメージしたメモトレー。柔らかな木目の風合い
にあたたかみを感じます。ペン立て付きでさっとメモしたいときに便利です。「MD PAPER」ロゴの焼き印付きです。
（※『70 周年限定 MD ブロックメモ 3 種入』はプレゼントには含まれません。）

『70 周年限定 ペインタブルスタンプ 浸透印キット』を投稿された方：70 周年限定 スタンプ用お道具箱（非売品）
『ペインタブルスタンプ』や『ペインタブルスタンプ カラーペン』などをまとめられる収納ボックス。京都の老舗紙器
メーカーによる貼箱専門店「BOX&NEEDLE」で製作しました。仕切りのトレーが入った２段構造になっています。箱の
デザインには、『70 周年限定 ペインタブルスタンプ 浸透印キット』のスタンプデザインを担当していただいた
雨宮三起子(amelabo)さんが描いた優しい手書きのアートを採用しました。（※『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 回転印』、『ペインタブルスタンプノート』はプレゼントには含まれません。）

『70 周年限定 XS ステーショナリーキット 8 種入』を投稿された方：70 周年限定 機能文具グルービーケースセット（非売品）
1971 年に発売され、当時の小学生の間で大ヒットとなった「グルービーケース」。その復刻版を、軽量で耐久性に
優れた特殊紙パスコを使用して再現しました。ケースの中には、「ミドリ」で人気の機能文具 4 点が入っています。
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■当選者数
5 製品×各 7 名様 計 35 名様
■キャンペーンサイト（「ミドリ」70 周年スペシャルサイト内）
https://www.midori-japan.co.jp/70th/instagram/course02/
■当選発表
・応募締め切り後、当選者を決定いたします。
・当選された方にはインスタグラム公式アカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡をいたします。
・当選通知受信後、ご連絡先、プレゼントお届け先等、必要事項を指定の方法でご連絡いただきます。
・指定の期限までにご返信がない場合は、当選無効となりますのでご注意ください。
※当選はダイレクトメッセージでの連絡をもってかえさせていただきます。
※当選された方には、公式アカウントよりご連絡いたします。なりすましアカウントにご注意ください。
※お使いの端末のインスタグラムの通知設定（プッシュ通知）をオンにしてください。
※アカウントを非公表にされている場合、参加対象外になりますのでご注意ください。
※プレゼント発送は、日本国内在住の方に限らせていただきます。
※プレゼントの発送には、お時間をいただく場合がございます。
※当選に関係なく、投稿を当アカウントにてご紹介させていただく場合がございます。
※「＃midori70th」「＃文具のミドリ」の 2 つのハッシュタグをつけて投稿することで、本キャンペーンへのエントリーと
なります。
※投稿いただく写真に使用される著作物、肖像については、ご本人が著作権を有するもの、または権利者から事前
に使用承諾を得たものとします。ご投稿いただく写真に関して、万一問題が生じた場合、当社は責任を負いかねます。
※”Instagram”は、米国内外にて Instagram, LLC の商標です。
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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