2022 年 7 月 27 日
株式会社デザインフィル

書くことにこだわる人のためのカレンダー

2023 年版『MD カレンダー 週間』新発売
2023 年版『MD カレンダー』『MD カレンダー ツイン』
『MD カレンダー壁掛』発売
発売日：2022 年 8 月 4 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」が展開する、紙そのものの魅力を活かし、書くことに
こだわった日本製のシンプルなプロダクト MD PAPER PRODUCTS®から、2023 年版カレンダーを発売します。
今回新たにラインアップに加わる、1 週間を俯瞰して見られる卓上カレンダー『MD カレンダー 週間』［希望小売
価格：1,320 円（税込）］をはじめ、卓上カレンダー『MD カレンダー』［希望小売価格：770 円（税込）］、2 ヵ月の
予定を俯瞰してみることができるツインタイプの『MD カレンダー ツイン』［希望小売価格：880 円（税込）］、余白を
愉しむ壁掛けカレンダー『MD カレンダー 壁掛』［希望小売価格：1,650 円（税込）］を、2022 年 8 月 4 日（木）に発売
します。

【製品概要】
１週間を俯瞰できる『MD カレンダー 週間』新登場
2023 年版から新たに、1 週間をいつでも俯瞰できる週間タイプの卓上カレンダー『MD カレンダー 週間』が
仲間入りします。1 日分のスペースにゆとりがあり思う存分に書き込めるフォーマットで、日々の予定やタスク、
ひらめきなどを自由に書き留めることができます。メモ帳のように身近で、適度な距離感が心地いい卓上カレンダー
です。
『MD ノートダイアリー』をそのままに。ミニマルなカレンダー
『MD ノートダイアリー』のフォーマットを踏襲した、ミニマムなデザインのカレンダーを揃えています。月間ブロックの
周りに設けた余白に、アイデアやメモなどを自由に書き留められる『MD カレンダー』、先にあるスケジュールや
目標を見据えやすい 2 ヵ月が対になった『MD カレンダー ツイン』、思いついたことをたっぷりと書き込める壁掛け
タイプの『MD カレンダー 壁掛』をご用意しました。
ダイアリーと合わせて使いやすい月曜始まり
いずれも、月曜始まりのフォーマットになっており、『MD ノートダイアリー』と合わせて使いやすいプロダクトを
目指しました。なお、「MD PAPER PRODUCTS」ホームページ（www.midori-japan.co.jp/md）では、本製品の詳しい
製品情報をご覧いただけます。
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【製品概要】
『MD カレンダー 週間』 ＜NEW＞
・1 週間の予定を俯瞰できる週間タイプ
・スペースにゆとりのあるフォーマットで、日々の予定やタスク、ひらめきなどを自由に書き留めることができる
・ひも 1 本のシンプルなスタンド式。立てたり、畳んだりが簡単にできる
・ノートのようにフラットな状態で書き込みができることが魅力
・無罫のメモページ 12 枚付き

1 週間をいつでも俯瞰できるフォーマット

その日の予定やタスクなどを存分に書き込める

『MD カレンダー』
・『MD ノートダイアリー』をそのままカレンダーに
・ひも 1 本のシンプルなスタンド式。立てたり、畳んだりが簡単にできる
・ノートのようにフラットな状態で書き込みができることが魅力
・書き心地がよく、自由に記録をしたい方にぴったりのレイアウト
『MD カレンダー ツイン』
・先の予定や目標が見据えやすい、2 ヵ月を対にしたカレンダー
・ひも 1 本のシンプルなスタンド式。立てたり、畳んだりが簡単にできる
・ノートのようにフラットな状態で書き込みができることが魅力
・無罫のメモページ 20 枚付き

『MD カレンダー』（左）、『MD カレンダー ツイン』（右）

たたむと書き込みやすいフラットな状態に

『MD カレンダー 壁掛』
・『MD ノートダイアリー』のフォーマットを踏襲した、余白を愉しむカレンダー
・スケジュールを書きながら、思い付いたひらめきも書き込める
・『MD 鉛筆＜B＞』とシンプルなオレンジ色のゴムバンド付きで、書きたいときにすぐ書ける

余白にたっぷりと書き込める

『MD 鉛筆＜B＞』とアクセントにもなる
オレンジ色のゴムのペンホルダー付き
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MD PAPER PRODUCTS®について
自社開発の「MD 用紙」の魅力を伝えるための日本製のシンプルなプロダクトです。
2008 年に、にじみや裏抜けがなく、気持ちよく使えるクオリティを追求した紙「MD 用紙」（クリーム）を用い、フラットに
開く製本方法を採用し、書き心地の良さを追求した『MD ノート』を発売。2013 年には、コットンパルプを 20%配合し、
最高の描き心地を目指した「MD 用紙コットン」を使った『MD ノート コットン』がラインアップに加わりました。以降、
「書く」と「描く」、2 つの「カク」を世界中のファンの皆様にお愉しみいただいています。
【製品概要】
シリーズ名

MD PAPER PRODUCTS®

製品名

2023 年版『MD カレンダー 週間』 ＜NEW＞
本文
：MD 用紙
ダブルリング（シルバー）
カレンダー53 枚（2023 年 1 月〜12 月） 、無罫メモ 12 枚
［閉じた状態］
H170×W220×D12mm
［使用時］
H165×W220×D90mm
1,320 円（税込）

素材/仕様
内容
本体サイズ
希望小売価格
製品名
素材/仕様
内容
本体サイズ
希望小売価格
製品名
素材/仕様
内容
本体サイズ
希望小売価格
製品名

2023 年版『MD カレンダー』
本文
：MD 用紙
ダブルリング（シルバー）
カレンダー12 枚（2023 年 1 月〜12 月）、無罫メモ 4 枚
［閉じた状態］
H170×W220×D11mm
［使用時］
H165×W220×D90mm
770 円（税込）
2023 年版『MD カレンダー ツイン』
本文
：MD 用紙
ダブルリング（シルバー）
カレンダー12 枚（2023 年 1 月〜12 月）、無罫メモ 20 枚
［閉じた状態］
H170×W220×D11mm
［使用時］
H165×W220×D90mm
880 円（税込）

内容

2023 年版『MD カレンダー 壁掛』
本文 ：MD 用紙
ダブルリング（シルバー）
ゴム製ペンホルダー、『MD 鉛筆＜B＞』1 本付
カレンダー12 枚（2023 年 1 月〜12 月）

本体サイズ

H433×W307×D10mm

希望小売価格

1,650 円（税込）

店頭発売日（※）

2022 年 8 月 4 日（木）より順次発売

素材/仕様

（※）店舗によって発売日や取り扱い製品が異なる場合がございます。
（※）「MD PAPER PRODUCTS」は、株式会社デザインフィルの登録商標です。

以 上
※デザインフィル www.designphil.co.jp
※ミドリ www.midori-japan.co.jp
※MD PAPER PRODUCTS🄬 www.midori-japan.co.jp/md
「ミドリ」公式インスタグラム：「文具のミドリ」 @midori_designphil
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