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2017年 2月 21日 

株式会社エムディーエス 
 

ユーザーの個性やアイデンティティに寄り添うバッグ。 
 
『IDコレクション』『IDコレクション デバイスバッグ』新発売  

発売日：2017年 2月 22日（水） 
 

株式会社エムディーエス［本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鷲見（すみ）孝］は、パーソナル文具の専門卸
および国内直営店MDAYS（エムデイズ）の展開、また、海外ステーショナリーブランドの輸入販売を行っています。 

この度、伝説的ノートブックの継承者であるイタリアのマルチカテゴリーブランド モレスキンより、使う方のライフ
スタイルに順応する機能的デザインバッグ『IDコクション』［6種類、各3色（※1）、希望小売価格9,000円+税～20,700円＋
税］と、デジタルデバイスをスタイリッシュに持ち運ぶ『IDコレクション デバイスバッグ』［3種類、各3色、希望小売価
格12,900円+税］を2017年2月22（水）より発売します。 
 

 モレスキン社は、バッグ内のツールは、ユーザーの方自身や個性などのアイデンティティ（Identity）を表現するもの
だと考えています。その持ち物一つ一つに、私たちの個性やアイデンティティは息づいており、その意味においてバッ
グは私たちの IDそのものだと言えるでしょう。 
 

『ID コレクション』と『ID コレクション デバイスバッグ』は、新しい発想を求めて常に動きまわる現代のノマドのために
製作されたバッグコレクションです。朝から夜まであらゆるシーンで、まるで体の一部のように、使う人の個性に寄り
添えるようデザインされています。 
 
今回、新たに発売するのは『IDコレクション』と『IDコレクション デバイスバッグ』の 2種類。どちらも柔らかく撥水

性の高い素材を使用しています。バッグ内部にはクッション性のあるデジタルデバイス専用のポケットと、モレスキ
ン ノートブックを収納する専用のポケットを設けていて、デジタルとアナログどちらのクリエイティビティも持ち歩くこ
とが可能です。また、本アイテムより、バッグ本体にモレスキンのモノグラムをモチーフにしたシリコン製エンブレム
を付属し、ミニマルなデザインにアクセントを加えています。 

 
 

IDコレクション について 

『ID コレクション』は、旅や毎日の移動を、数種類のデザインとサイズ、多用途ポケットでサポートするバッグです。
バッグ本体の素材と、下部のナイロンコーティングを施した丈夫なキャンバス素材が、ツートーンのデザインを織り
なし、ミニマルで洗練されたデザインとバッグの堅牢さを生み出します。 

 

ラインアップは「IDバックパック」、「IDスモールバックパック」、「IDリポーターバッグ」、「IDメッセンジャーバッグ」、
「IDブリーフバッグ」および「IDトートバッグ」の 6種類。中でも「IDリポーターバッグ」は、これまでのモレスキンバッ
グコレクションにはなかった新しいコンパクトなサイズで、使用シーンの幅が広がると共にカジュアルなシーンでも
スタイリッシュに活躍するバッグです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      2/5 

また、本アイテムより新たに2つの機能を加えました。まず、ボディ本体にデジタルデバイスのケーブルを通すケー
ブルホールを設けました。（※2）これにより、移動中でもポータブルメディアプレーヤーをバッグ内部で保護しながら
再生することや、充電器をバッグに入れたままデジタルデバイスを充電することが可能です。さらにバッグのフラッ
プ部分やボディ表面のフロントポケット部分にマグネットを内蔵することにより、セキュリティも高まり、より安心して
お使いいただけます。 
 
 

IDコレクション デバイスバッグ について 

『IDコレクション デバイスバッグ』は、『IDコレクション』に比べ、薄くスマートなボディデザインが特徴のバッグで
す。アイテム名の通り、デジタルデバイスの持ち運びをメインにしたバッグですが、バッグ内部に設けた数個の多用
途ポケットで、デバイスのアクセサリー類やクリエイティブツールも整理して一緒に持ち運んでいただけます。 

 

ラインアップは「IDバーチカル デバイスバッグ」、「「IDホリゾンタル デバイスバッグ（13インチ）」および「ID
ホリゾンタル デバイスバッグ（15インチ）」の 3種類。今回より「ボレアルブルー」の新色を追加し、ビジネスシー
ンなどのオンタイムでの使用はもちろんのこと、オフタイムの使用シーンもおしゃれに彩ります。 

 

ミニマルなデザインと多機能のコンテンツでユーザーの方のアイデンティティを持ち運ぶ本アイテムは、アイデンテ
ィティ同様、唯一無二のユーザーの方の存在やライフスタイルに寄り添い、適応しながらありのままの旅を続けるアー
バンノマドをサポートします。 

 

（※1）展開カラーはアイテムによって異なります。 

（※2）ケーブルホールは「IDバックパック」、「IDスモールバックパック」のみ設けています。 

 

以上 

 

【商品デザイン】 
IDコレクション 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IDバックパック 

（ブラック） 
IDスモールバックパック 

（ボレアルブルー） 
ID リポーターバッグ 

（スレートグレー） 

ID メッセンジャーバッグ 

（ブラック） 
IDブリーフケースバッグ 

（スレートグレー） 
ID トートバッグ 

（ブラック） 
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IDコレクション デバイスバッグ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商品概要】 

コレクション名 IDコレクション 

商品名 IDバックパック 

サイズ W291mm ×H401mm ×D121mm 

色 ブラック、スレートグレー、ボレアルブルー …3色 

仕様 

＜外側＞ 

・ジッパー付フロントポケット×1 

・サイドポケット×2 

・ケーブルホール×1 

・アイレット×2 

・ゴムバンド×1 

・スーツケースハンドル用ストラップ×1 

＜内側＞ 

・デバイス専用ポケット×1（15インチまで対応） 

・サイドポケット×1 

・ジッパー付ポケット×1 

・ノートブック専用ポケット×1 

・マチなしポケット×1 

・ペンホルダー×3 

付属品 ネームタグ 

希望小売価格 20,700円+税 

商品名 IDスモールバックパック 

サイズ W271mm ×H361mm ×D111mm 

色 ブラック、スレートグレー、ボレアルブルー …3色 

仕様 

＜外側＞ 

・ジッパー付フロントポケット×1 

・サイドポケット×2 

・ケーブルホール×1 

・アイレット×2 

・ゴムバンド×1 

・スーツケースハンドル用ストラップ×1 

＜内側＞ 

・デバイス専用ポケット×1（13インチまで対応） 

・サイドポケット×1 

・ジッパー付ポケット×1 

・ノートブック専用ポケット×1 

・マチなしポケット×1 

・ペンホルダー×2 

付属品 ネームタグ 

希望小売価格 16,800円+税 

商品名 IDリポーターバッグ 

サイズ W261mm ×H211mm ×D61mm 

色 ブラック、スレートグレー、ボレアルブルー …3色 

仕様 

＜外側＞ 

・ジッパー付フロントポケット×1 

・サイドポケット×2 

・アイレット×2 

・ゴムバンド×1 

＜内側＞ 

・デバイス専用ポケット×1（8インチまで対応） 

・ジッパー付ポケット×1 

・ノートブック専用ポケット×1 

・マチなしポケット×1 

・ペンホルダー×3 

希望小売価格 9,000円+税 

商品名 IDメッセンジャーバッグ 

サイズ W391mm ×H291mm ×D131mm 

色 ブラック、スレートグレー …2色 

月間ブロック部分の朔望 

IDバーチカル デバイスバッグ 

（ブラック） 

IDホリゾンタル デバイスバッグ 

13 インチ用（スレートブレー） 
IDホリゾンタル デバイスバッグ 

15 インチ用（ボレアルブルー） 
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仕様 

＜外側＞ 

・ジッパー付フロントポケット×1 

・サイドポケット×2 

・アイレット×2 

・ゴムバンド×1 

・スーツケースハンドル用ストラップ×1 

＜内側＞ 

・デバイス専用ポケット×1（15インチまで対応） 

・ジッパー付ポケット×1 

・ノートブック専用ポケット×1 

・マチなしポケット×2 

・ペンホルダー×3 

付属品 ネームタグ 

希望小売価格 19,400円+税 

商品名 IDブリーフケースバッグ 

サイズ W406mm ×H296mm ×D131mm 

色 ブラック、スレートグレー …2色 

仕様 

＜外側＞ 

・ジッパー付フロントポケット×2 

・フロントポケット×1 

（中にノートブック専用ポケット×1/マチなし
ポケット×2/ペンホルダー×3） 
・サイドポケット×2 

・アイレット×2 

・ゴムバンド×1 

・スーツケースハンドル用ストラップ×1 

＜内側＞ 

・デバイス専用ポケット×1（15インチまで対応） 

・ジッパー付ポケット×1 

付属品 ネームタグ 

希望小売価格 20,700円+税 

商品名 IDトートバッグ 

サイズ W341mm ×H381mm ×D101mm 

色 ブラック、スレートグレー …2色 

仕様 

＜外側＞ 

・サイドポケット×2 

・ジッパー付フロントポケット×1 

・フロントポケット×1 

・アイレット×2 

＜内側＞ 

・デバイス専用ポケット×1（15インチまで対応） 

・ジッパー付ポケット×1 

・ノートブック専用ポケット×1 

・マチなしポケット×1 

・ペンホルダー×3 

付属品 ネームタグ 

希望小売価格 16,800円+税 

コレクション名 IDデバイスコレクション 

商品名 IDバーチカル デバイスバッグ 

サイズ W300mm ×H380mm ×D100mm 

色 ブラック、スレートグレー、ボレアルブルー …3色 

仕様 

＜外側＞ 

・フロントポケット×2 

・ジッパー付フロント付ポケット×1 

（中にノートブック専用ポケット×1/ペンホル
ダー×2） 
・ゴムバンド×1 

・スーツケースハンドル用ストラップ×1 

＜内側＞ 

・デバイス専用ポケット×1（15インチまで対応） 

 

希望小売価格 12,900円+税 

商品名 IDホリゾンタル デバイスバッグ（13インチ） 

サイズ W350mm ×H270mm ×D95mm 

色 ブラック、スレートグレー、ボレアルブルー …3色 

仕様 

＜外側＞ 

・ジッパーフロント付ポケット×2 

（うち1つの中にマチなしポケット×1/ペンホル
ダー×2） 
・フロントポケット×1 

・スーツケースハンドル用ストラップ×1 

・収納可能バックパックストラップ 

＜内側＞ 

・デバイス専用ポケット×1（13インチまで対応） 

 

付属品 取り外し可能ストラップ 

希望小売価格 12,900円+税 

商品名 IDホリゾンタル デバイスバッグ（15インチ） 
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サイズ W400mm ×H310mm ×D95mm 

色 ブラック、スレートグレー、ボレアルブルー …3色 

仕様 

＜外側＞ 

・ジッパーフロント付ポケット×2 

（うち 1 つの中にノートブック専用ポケット×1/

マチなしポケット×1/ペンホルダー×2） 
・フロントポケット×1 

・スーツケースハンドル用ストラップ×1 

＜内側＞ 

・デバイス専用ポケット×1（15インチまで対応） 

 

付属品 取り外し可能ショルダーストラップ 

希望小売価格 12,900円+税 

店頭発売日 ＜共通＞2017年2月22日（水）より順次発売 

 
 
【モレスキン アトリエについて】 

「モレスキン」の新たな情報の発信地として、定番のノートブックコレクション、ダイアリーコレクションなど、「モレスキン」のアイデンティ

ティを受け継いだアイテムのラインアップを揃えています。また、アーティストやユーザーによるさまざまなワークショップやイベント

も定期的に開催しています。お客様のライフスタイルに合ったおすすめの商品や使用法をご提案します。 

※参考（現在展開店舗） 
・有楽町ロフト    ・東急ハンズ新宿店    ・池袋ロフト   ・梅田ロフト    ・札幌ロフト   ・雑貨館インキューブ天神店 

・石丸文行堂本店  ・名古屋ロフト 
 

 

以上 

 

 
モレスキン日本公式サイト http://www.moleskine.co.jp 

株式会社エムディーエス http://www.mds-japan.co.jp 

 ※MDAYS（エムデイズ） http://www.mdays.jp 

 

 

 

 

 


