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2021 年 11 月 8 日 
株式会社デザインフィル 

  
 
 
 
 
 

 
 
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の提供や、新しいライフスタイルを提案するデザインカンパニーです。このたび、当社が展開
するプロダクトブランド「PLOTTER（プロッター）」オフィシャルイベント「PLOTTER スペシャルポップアップストア with 
KOKOROISHI」を、2021 年 12 月 4 日（土）～5 日（日）の 2 日間、東京・神宮前の「SOFA FACTORY 
KOKOROISHI 神宮前 SHOP」にて開催します。 
 
この度、東京・神宮前のオーダーソファショップ「SOFA FACTORY KOKOROISHI 神宮前SHOP」（運営：心石

工芸）にて、オフィシャルイベントを開催します。「SOFA FACTORY KOKOROISHI」は、使うことでお客さまの毎日が
心豊かになるようなソファを一つひとつ丁寧に手掛けるオーダーソファ店です。今回「プロッター」が、ソファ製作の
過程で生じる端革を用いたプロダクトを手掛けたことがきっかけで、当店での開催が決まりました。 

 
イベントでは、人気の「レザーバインダー」フルカスタマイズに加え、新たな取り組みとして心石工芸協力のもと、

未来の「プロッター」像でもある現役大学生と共同開発をした「プロッター」初のアップサイクルプロダクトのお披露目
をはじめ、靴修理職人によるレザーバインダーのアンティーク加工、レザーバインダー イニシャルハンドペイント、
「PLOTTER サウンドピース」作曲者による楽曲生演奏など、盛りだくさんの内容をご用意しています。イベントで
しか手に入らないアイテムも登場します。ここだけでしか体験できない「プロッター」の世界をお楽しみください。 
 
なお、イベントの詳細情報、会期中のレポートなどは「プロッター」ホームページ（www.plotter-japan.com）にて

ご覧いただけます。 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

創造力で未来を切り拓くヒントが盛りだくさん 
PLOTTER スペシャルポップアップストア with KOKOROISHI 開催  

期間：2021 年 12 月 4 日（土）～5 日（日） 
場所：SOFA FACTORY KOKOROISHI 神宮前 SHOP  

盛りだくさんのコンテンをご用意しています！ 
「PLOTTER スペシャルポップアップストア with KOKOROISHI」開催 

http://www.plotter-japan.com/
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【イベント概要】 
■イベント名 
PLOTTER スペシャルポップアップストア with KOKOROISHI 
 
■開催日時 
2021 年 12 月 4 日（土）～5（日） 11:00～19：00 
 
■場所 
SOFA FACTORY KOKOROISHI 神宮前 SHOP 
〒150-0001 
東京都渋谷区神宮前 2-31-20  
https://www.sofa-kokoroishi.jp/ 
 
■内容 
＜自分だけのレザーバインダーが作れるオリジナルバインダーカスタマイズ＞ 
イベントのために特別にセレクトした限定レザー12 色、2色のバックプレートから、お好きな組み合わせを選んでいただき、
スタッフがその場でお作りします。初のミニ 5 サイズが登場します。 
 
レザー  ：リスシオ/プルアップレザー（マスタング）/アニリンスムース（心石工芸端革アップサイクル） 

…計 3 種 
カラー  ：＜リスシオ＞ネイビー/カーキ/コーラル/ライトブラウン …計 4 色 

＜プルアップレザー（マスタング）＞ ネイビー/カーキ/ワイン/ベージュ…計4 色 
＜アニリンスムース（心石工芸端革アップサイクル）＞ キャメル/ネイビー/ブラウン/ダークブラウン 

…計 4 色 
サイズ  ：ミニ 5 サイズ 
バックプレート ：マットゴールド/マットシルバー …計 2 色 
リング  ：シルバー 
希望小売価格 ：11,000 円（税込）※各革共通  

※お一人様 5 冊まで ※すべて同じ革色のリングサポーターが付属します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜PLOTTER×ガクセイ基地コラボ アップサイクルプロジェクト＞ 
2021年春から、「未来のプロッター応援プロジェクト」と称し、プロッターの未来のユーザー像である現役大学生（ガクセイ
基地在籍）と活動を行ってきました。革素材は食肉の副産物であること、一つのプロダクトが完成するまでには多くの
職人が関わり、誇りを持って丁寧に作り上げていること、「プロッター」の素材やものづくりの想いなどについて、生産現場
を訪れたり、職人にインタビューを行ったりと、実体験を通して多くのことを学び、彼らの視点・言葉で同世代に発信をし
てきました。また、大学生による大学生のためのプロダクトを「プロッター」と一緒に開発。日ごろ感じている不便を解消
したアイデアと、食肉の副産物のさらに副産物であるソファの端革を用いた、ノート PC が入るスリムでエコなケース
『スリムレザースリーブ』が誕生しました。本イベントで初お披露目を行います。 
 
『スリムレザースリーブ』*先行販売 
大学生が授業に必要な最低限の荷物をコンパクトに収納できる本革の PC ケース。日々感じている不便を解消したい
大学生の生の声をもとに、PC、ケーブル類、ノートやペンをスマートに持ち運べ、さらに SDGs の観点から食肉副産物
の副産物である端革を用いたアップサイクルプロダクトです。大学生のアイデアを心石工芸協力のもと「プロッター」が
カタチにしました。 
 
レザー  ：心石工芸ソファ端革 

（ハーフグレイン ナチュラルシュリンクレザー） 
サイズ  ：A4 
カラー  ：ブラック/アイボリー …計 2 色 
希望小売価格 ：9,020 円（税込） 
 
 

https://www.sofa-kokoroishi.jp/
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学生のコメント 
普段革製品と縁がなかった私たちですが、このプロジェクトでの活動を通じて、革製品が実はもっと私たちの身近な
ところにあるべきものだと改めて気付きました。ソファの製作時にやむを得ず捨てられていた面積の小さい革を活用した
新製品開発に携われると聞いたときは、そのバックストーリーに魅力を感じて、絶対に「学生が日常的に使えるもの」
にしようと話し合いました。今の時代の学生の日常生活、そして志向を分析して生まれたのが『スリムレザースリーブ』
です。 
 
ガクセイ基地について 
学生が社会に出る前に自分の「好き」を見つけるのを 手伝うための情報発信メディア。さまざまな大学の学生が集い、
自ら企画・取材・記事制作を行い、情報を発信している。 
https://gakusei-kichi.com/ 
＊これまで掲載した記事 
https://gakusei-kichi.com/?p=52090 
https://gakusei-kichi.com/?p=54098 
https://gakusei-kichi.com/?p=54947 
 
＜PLOTTER×心石工芸 コラボアップサイクルプロダクト＞ 
学生との活動がきっかけで出会った心石工芸のソファ端革を活用したペンケースと、リングに綴じることができるカード
ケースです。本来捨てられてしまう革から味わい深いアイテムが生まれました。 
『ロールペンケース』*先行販売 
種類  ：心石工芸ソファ端革（国産牛フルベジオイルレザー）  
カラー  ：ブラック/ダークブラウン/ブラウン/キャメル …計 4 色 
希望小売価格 ：5,500 円（税込） 
 
『レザーカードケース』*イベント限定 
種類  ：心石工芸ソファ端材革（ハーフグレイン ナチュラルシュリンクレザー）  
サイズ  ：ミニ 5 サイズ 
カラー  ：ブラウン/ダークブラウン …計 2 色 
希望小売価格 ：1,980 円（税込） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜クリエイティブな思考が広がるイベント限定スペシャルアイテムの販売＞ 
さまざまな革を用いたイベント限定アイテムです。普段は製品としては作ることが出来ない、イベント限定ならではの
アイテムをラインアップしました。 
『マウスパッド』 
種類  ：マスタング/リスシオ 
カラー  ：＜マスタング＞ネイビー/カーキ/ワイン/ベージュ …計 4 色 

＜リスシオ＞ネイビー/カーキ/コーラル/ライトブラウン …計 4 色 
希望小売価格 ：1,100 円（税込） 
 
『本革デスクマット』  
種類  ：ブッテーロ（ナチュラルヌメ） ※PLOTTER ロゴレザー刻印入り 
サイズ  ：H450×W650mm 
カラー  ：ナチュラル 
希望小売価格 ：29,700 円（税込） 
 
『リフィルメモパッド』 
種類： 
原稿用紙/楽譜/コマ割り/ブラックペーパー/カラーペーパー/「MD 用紙コットン」6mm 活版罫線  …計 6 種類 
サイズ： 
バイブルサイズ…原稿用紙/コマ割り/カラーペーパー/「MD 用紙コットン」6mm 活版罫線 
A5 サイズ…原稿用紙/楽譜/コマ割り/ブラックペーパー/カラーペーパー/「MD 用紙コットン」6mm 活版罫線 
希望小売価格：715 円～825 円（税込） 
 

https://gakusei-kichi.com/
https://gakusei-kichi.com/?p=52090
https://gakusei-kichi.com/?p=54098
https://gakusei-kichi.com/?p=54947
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＜イベント限定 レザーバインダーアンティークカスタマイズ＞ 
お使いのまたはご購入いただいた『6 穴レザーバインダー』を、靴修理職人村上塁氏が靴修理の技法を用いてアンティーク
加工を施します。使い込んだ深い味わいを演出します。 
 
対象レザー ：リスシオ、プエブロ  
サイズ  ：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 
価格  ：会場でお買い上げの製品：無料、お持ち込みの製品：2,750 円（税込） 
※1 日限定 25 冊まで 
※お一人様 2 冊まで（購入/持ち込み各 1 冊） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
村上塁氏 
ハドソン靴店 2 代目店主 
伝統的な技法で糸一本釘一本にこだわり、他店では困難な靴の修理を行う。日本屈指の技術を持つ靴修理職人とし
て世界中の目の肥えた客の信頼を集めている。 
https://www.hudsonkutsuten.com/ 
 
＜イベント限定 イニシャルハンドペイント＞ 
『6 穴レザーバインダー』をお持ちいただいたお客さま限定で、無料でイニシャルハンドペイントを行います。 
対象  ：「プエブロ」「リスシオ」「限定製品要相談」※シュリンク不可 
ペイント内容 ：英数字 2 文字まで（ドットも入れられます） 
ペイント箇所 ：レザーバインダーの表紙または裏表紙 
※1 日限定 20 冊まで 
※お一人様 2 冊まで（購入/持ち込み各 1 冊） 
 
 
 
 
 
 
＜プロジャズピアニスト杉山貴彦さんライブ&サウンドピース作曲デモンストレーション＞ 
メモやスケッチの断片のような小さな音楽 『PLOTTER SOUND PIECE（サウンドピース）』を作曲したジャズ・ピアニスト
杉山貴彦氏による生演奏を行います。「プロッター」のために作曲した、集中力や創造力の助けになるような 1 分間
のささやかな BGM の数々を会場内でお楽しみください。 
 
PLOTTER『SOUND PIECE』 
2021 年 5 月に配信をスタートした「プロッター」のために作曲したオリジナル音源。集中力や創造力の助けになるような、
1分間のささやかなBGMをお届けします。レザーバインダーでリフィルを編集するように、「プロッター」のために創り出
した「オリジナルピース」のコレクションやアレンジをお楽しみください。どなたでもご自由にダウンロードいただけます。 
https://www.plotter-japan.com/magazine/cat/music 
 

https://www.plotter-japan.com/magazine/cat/music
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杉山貴彦氏 
 
 
 
 
 
 
■イベント特集ページ 
https://www.plotter-japan.com/magazine/news_037 
 
 
PLOTTER について 
「プロッター」は、創造力で未来を切り拓く人を「PLOTTER」と定義し、彼らが最高のアイデアを生み出し、発想をカタチに
し、新しい世界を創り上げていくための道具を提案するブランドとして 2017年9 月に誕生しました。システム手帳の枠を超え、
「もっと自由に、もっとクリエイティブに、ノートのように使って欲しい」をテーマに開発した「本革レザーバインダー」を筆頭に、
リフィルの概念を取っ払ったノート形式の「リフィルメモパッド」やその使いやすさをサポートする［プロジェクトマネージャー」
などを展開し、「プロッター」ならではの世界観を打ち出してきました。 
ステーショナリーという枠にはこだわらず、使う人の創造力を膨らますモノやコトを常に思考しながら、アナログツールの
新たな潜在能力を引き出すプロダクトの開発を行っています。 

以 上 

 
※デザインフィル www.designphil.co.jp 

※プロッター www.plotter-japan.com 
 
 

 

バークリー音楽大学卒 
ピアニスト、作曲家として自己のトリオ、カルテット等での演奏活動をライフワークに 
していたなか、フォーカルジストニアを発症。病とともに、現在は講師とステージ演奏を 
並行して行いながら等身大の音楽を探求している 
 

https://www.plotter-japan.com/magazine/news_037

