2022 年 3 月 7 日
株式会社デザインフィル

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 in 名古屋」開催
期間：2022 年 3 月 12 日（土）～13 日（日）
場所：クリマ・ギャラリー
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 in
名古屋」を、2022 年 3 月 12 日（土）～13 日（日）に名古屋市栄の「クリマ・ギャラリー」にて開催します。
これまでの「プロッター」ファンの皆さまをはじめ、新たなお客さまとの出会いを求めて、「プロッター」オリジナル
イベント第四弾を開催します。初開催となる名古屋の会場は、名古屋屈指の商業エリア「栄」、その中でも個性的な
アパレルショップや雑貨店が集まる矢場町のギャラリースペースです。イベントで人気のレザーバインダーフルカス
タマイズやハンドペイントの体験に加え、アップサイクルプロダクトや特別フォーマットのリフィルなど、イベント限定
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

初の名古屋開催！
「PLOTTER スペシャルポップアップストア in 名古屋」
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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 in 名古屋」
https://www.plotter-japan.com/magazine/news_038
■開催日時
2022 年 3 月 12 日（土）～13 日（日）
12 日（土） 11:00～18:00（オーダー最終受付 17:00）
13 日（日） 11:00～17:00（オーダー最終受付 16:00）
■場所
クリマ・ギャラリー
〒460-0008 名古屋市中区栄 3-25-39 サカエサウススクエア 3F
https://creatorsmarket.wixsite.com/crema-gallery
■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 2 種類 5 色の限定レザー、2 色のリング、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。A5 サイズ、バイブルサイズ、ナローサイズをご用意しました。
※お一人様 2 冊まで

レザー
サイズ
本体カラー
リング
バックプレート
希望小売価格

：プルアップレザー（シュリンク）/ブライドルレザー（シュリンク） …計 2 種
：A5 サイズ/バイブルサイズ/ナローサイズ
：＜プルアップレザー（シュリンク）＞グリーン/ダークブラウン
…計 2 色
＜ブライドルレザー（シュリンク）＞ ラベンダー/イエロー/グレー …計 3 色
：ゴールド/シルバー
：マットゴールド/マットシルバー …計 2 色
：A5 サイズ…22,000 円（税込）/バイブルサイズ…16,500 円（税込）/ナローサイズ…15,400 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レザーアイテムや特別フォーマットのリフィルなど、イベントならではのアイテムをラインアップ
しました。
『レザーバインダー ミニ 5 スクエアサイズ（2mm 方眼リフィルメモパッドセット）』
ミニ 5 サイズの幅を広げた NEW スクエアサイズ。携帯性はもちろん、テレワーク時のパソコンの手前に気持ちよく収まる
新しいサイズ提案です。ミニ 5 スクエアサイズの 2mm 方眼リフィルメモパッドが 1 冊セットされています。
※売り切れ次第終了となります。なお、2 日間の数量を振り分けさせていただく可能性がございます。

種類
カラー
サイズ
希望小売価格

：プエブロ
：イベント限定色 グリーン/ライトブラウン
：H120×W125×D25mm
：12,100 円（税込）
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…計 2 色

『ミニ 5 スクエアサイズ リフィルメモパッド』
『ミニ 5 スクエア リフィルメモパッド』
『レザーバインダー ミニ 5 スクエアサイズ』専用のリフィルメモパッド。
高さはミニ 5 サイズそのままに、幅を高さと同じにした新スクエアサイズ。
使いやすい 2mm 方眼をご用意しました。
種類
：2mm 方眼
サイズ
：H105×W105×D6mm
希望小売価格
：528 円（税込）

『リフィルメモパッドカバー』
通常使用する革の銀面層（表）とは反対側の床革（とこがわ）を
廃棄せずに余すところなく活用した、ヌメ革のアップサイクルプロダクト。
リフィルメモパッドの専用カバーとしてお使いいただけます。
※お一人様 3 冊まで。売り切れ次第終了となります。

種類
サイズ
カラー
希望小売価格

：ヌメ革（アップサイクルレザー）
：A5 サイズ/バイブルサイズ/ナローサイズ
：オレンジ
：A5 サイズ
…4,950 円（税込）
バイブルサイズ …3,300 円（税込）
ナローサイズ
…2,750 円（税込）

『スリムレザースリーブ』*先行販売
PLOTTER×ガクセイ基地×心石工芸 コラボアップサイクルプロダクト。
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
サイズ
カラー
希望小売価格

：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）
：A4
：ブラック/アイボリー …計 2 色
：9,020 円（税込）

『ロールペンケース』
PLOTTER×心石工芸 コラボアップサイクルプロダクト。
心石工芸のソファ端革を活用したペンケース。
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。
種類
カラー
希望小売価格

：心石工芸ソファ端革（国産牛フルベジオイルレザー）
：ダークブラウン/ブラウン …計 2 色
：5,500 円（税込）

※売り切れ次第終了となります
※名古屋会場では、黒/キャメルの販売は行いませんのでご了承ください。
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『レザーカードケース』
PLOTTER×心石工芸 コラボアップサイクルプロダクト。
心石工芸のソファ端革を活用した、リングに綴じることができる
カードケース。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。
種類
サイズ
カラー
希望小売価格

：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）
：ミニ 5 サイズ
：ブラウン/ダークブラウン …計 2 色
：1,980 円（税込）

『本革デスクマット』
ナチュラルヌメのブッテ―ロを贅沢に使用した一枚革のデスクマットです。
「PLOTTER」ロゴの刻印が入っています。
種類 ：ブッテーロ（ナチュラルヌメ） ※PLOTTER ロゴレザー刻印入り
※お一人様 2 枚まで。売り切れ次第終了となります。

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』
クリエイティビティを刺激する、さまざまなフォーマットの
イベント限定リフィルをご用意しました。
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/五線譜/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）

＜イベント限定 イニシャルハンドペイント＞
『6 穴リングレザーバインダー』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
※シュリンク不可
ペイント内容
ペイント箇所

：「プエブロ」「リスシオ」「限定製品」要相談
：英数字 2 文字まで（ドットも入れられます）
：レザーバインダーの表紙または裏表紙

※1 日限定 20 冊程度
※お一人様 2 冊まで（購入/持ち込み各 1 冊）

※本イベントに関しましては、できるだけ多くの皆さまにご購入いただけるよう、販売状況に応じて購入制限を設けさせて
いただくことがございます。予めご了承くださいますようお願いいたします。
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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。
「PLOTTER」公式インスタグラム： 「プロッター」 @plotter_jp

以 上
※デザインフィル www.designphil.co.jp
※プロッター www.plotter-japan.com
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