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2019 年 11 月 22 日
株式会社エムディーエス

T.S オリジナル商品 4 種類を「文具女子博 2019」で数量限定発売！

『大人のシタジキ vol.4』
『flap flap（フラップ フラップ）A5 ノート』
『ツバメノート×セーラ―万年筆 W ネームギフトセット プレミアム』
『ツバメノート×セーラ―万年筆 W ネームギフトセット』 発売
先行発売日：2019 年 12 月 11 日（水）～15 日（日）
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：蔀 聡志］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、エムディーエスのオリジナルブランド「T.S（テーエス）」のオリジナル商品 4 種類を 2019 年 12 月 11 日
（水）～15 日（日）に開催される、日本最大級の文具の祭典「文具女子博 2019」にて数量限定で発売します。（※1）
（※2）
今回発売するのは、『大人のシタジキ vol.4』［A5 サイズ（希望小売価格：340 円+税）/B6 サイズ（希望小売価
格：320 円+税）…計 2 サイズ、ツリー/文具柄 3/ヒツジ/フクロウ/ハリネズミ/フラワー…計 6 柄］、『flap flap（フラッ
プ フラップ）A5 ノート』［A5 サイズ、希望小売価格：000 円+税、横罫、オウル/キャット/ツリー/キー…計 4 柄］、
『ツバメノート×セーラ―万年筆 W ネームギフトセット プレミアム』［希望小売価格：20,000 円+税］および『ツバ
メノート×セーラ―万年筆 W ネームギフトセット』［希望小売価格:10,000 円＋税］の 4 種類。
『大人のシタジキ vol.4』は、さまざまなサイズのノートや手帳に対応できる下敷きとして昨年 9 月に第一弾を
発売し、下敷きとしての用途だけでなく、付箋やシール、マスキングテープを持ち運ぶ際の台紙としてもお使い
いただけることより好評を博しています。これまで同様、使用した際にはみ出る部分が少なく、引っ掛かりにくく
なるよう、規定のサイズより幅を狭くした絶妙なサイズ感と、本体に施した横罫と方眼の罫線のデザインは継続
しています。（意匠登録出願中）今回は、より汎用性が高い A5 サイズと B6 サイズの 2 種類に絞って発売しま
す。また、ページに挟んだ時に上部から顔を出し、開きたいページの目印となるインデックス部分にはツリー、
文具柄 3、ヒツジ、フクロウ、ハリネズミ、フラワーの 6 つの柄を新たにデザインしました。来年に向けて手帳やノ
ートを新調する方々にもおすすめのアイテムです。
『フラップ フラップ A5 ノート』は、本年 9 月に発売した、フラップ（フタ）の部分に繊細な華やかなデザインを箔
押し加工で施した、これまでは裏面とされていたフタの部分が前面に来る新しいぽち袋『フラップ フラップぽち
袋』のデザインを踏襲したノートです。表紙デザインには、『フラップ フラップぽち袋』のフラップ部分に施したデ
ザインをフレームとして使用。また、オウル、キャット、ツリー、キーの 4 種類のラッキーモチーフを繊細で華やか
なゴールドの箔押しで施しました。裏表紙部分は、それぞれ表紙デザインに採用したラッキーモチーフを使用し
たパターンをデザインし、ノートをめくった際も楽しめる仕様にしています。さらに、横罫の中紙のページ隅 2 か
所にも飾り枠のような華やかなデザインを施しました。
『ツバメノート×セーラ―万年筆 W ネームギフトセット プレミアム』と『ツバメノート×セーラ―万年筆 W ネー
ムギフトセット』は、老舗ノートメーカーのツバメノート株式会社（以下ツバメノート）［本社：東京都台東区、代表取
締役社長：渡邉 一弘］と国産初の金ペン万年筆を製造した老舗万年筆メーカーのセーラー万年筆株式会社（以
下セーラー万年筆）［本社：東京都墨田区、代表取締役社長：比佐 泰］の両社がコラボレーションをして誕生した
製品です。それぞれ本製品はコンバーター式万年筆とオリジナルカラーのボトルインク、ノートパッドをギフトボッ
クスに入れたセットで、昨年に引き続き 2 回目のコラボレーションによって生まれました。
セットの万年筆は、『ツバメノート×セーラ―万年筆 W ネームギフトセット プレミアム』はセーラー万年筆の「プ
ロフィットスタンダードをベースにし、ボディ表面にマット加工を施したスタイリッシュなオリジナル仕様です。また、
「プロフィットカラー」をベースにした『ツバメノート×セーラ―万年筆 W ネームギフトセット』は、ボディにオリジナ
ルのネイビー軸を採用しました。どちらもペン先には、本コラボレーションを象徴するようなツバメノートのロゴをレ
ーザー加工で施しています。また、オリジナルボトルインクは、ツバメノートの罫線に使用しているグレーをイメージ
し、ツバメノートが選別したオリジナルカラー「ツバメグレー」のインクを入れています。
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ノートパッドは、これまでツバメノートでは発売したことのないパッドタイプのアイテムです。表紙には、「大学ノ
ート」にも採用している落ち着きのある格調高いデザインを、中紙には、高い品質を誇り、万年筆とも相性の良い
「ツバメ中性紙フールス」を使用。横罫の罫線は、「罫引き」の技術を用いて引いています。一筆箋やメモ、便箋と
してもお使いいただけるよう、横罫の裏面は無地にし、さらに、1 枚 1 枚が剥がしやすい横糊製本で仕上げまし
た。
ギフトボックスは、フタに「大学ノート」の背表紙についている見出しラベルを上部に配し「大学ノート」を彷彿させ
るデザインで、保管用としてお使いいただくのはもちろんのこと、ギフトにもおすすめのアイテムです。コンバーター
でインクを吸い上げ万年筆に注入し、ノートパットに書く。ひとつひとつの作業にこだわりと確かな品質を感じてい
ただける逸品に仕上げました。
（※1）数量限定のため、なくなり次第終了とさせていただきます。
（※2）一般発売は未定です。
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【商品概要】
商品名
サイズ
柄
希望小売価格
素材
商品名
サイズ
柄
希望小売価格
素材
内容
商品名

大人のシタジキ vol.4
A5 サイズ
B6 サイズ
W146mm×H223mm
W126mm×H195mm
A5 サイズ：ツリー/文具柄 3/ヒツジ
B6 サイズ：フクロウ/ハリネズミ/フラワー …計 6 柄
A5 サイズ：340 円+税/B6 サイズ：320 円+税
PP（ポリプロピレン）
flap flap（フラップ フラップ）A5 ノートブック
W148mm×H210mm
オウル/キャット/ツリー/キー …計 4 柄
250 円+税
紙製
横罫 28 枚（56 ページ）
ツバメノート×セーラー万年筆 W ネームギフトセット プレミアム
ノートパッド
万年筆
W105mm×H148×D4mm
Φ17mm×135mm（クリップを含むキャップをした状態）

サイズ

コンバーター
Φ7.5mm×69mm

希望小売価格

ギフトボックス
W185mm×H115×D40mm
20,000 円＋税
ノートパッド（ツバメ中性紙フールス、8mm 横罫、15 行、30 枚）、万年筆 1 本、コンバーター
1 本、インク 1 個（ツバメグレー20ml）

内容

商品名

サイズ

希望小売価格
内容

生産国
先行発売日

インク
W34×D34mm×H58mm

ツバメノート×セーラー万年筆 W ネームギフトセット
ノートパッド
万年筆
W105mm×H148×D4mm
Φ17mm×134mm（クリップを含むキャップをした状態）
コンバーター
Φ7.5mm×69mm

インク
W34×D34mm×H58mm

ギフトボックス
W185mm×H115×D40mm
10,000 円＋税
ノートパッド（ツバメ中性紙フールス、8mm 横罫、15 行、30 枚）、万年筆 1 本、コンバーター
1 本、インク 1 個（ツバメグレー20ml）
＜共通＞日本
＜共通＞2019 年 12 月 11 日(水)～15 日（日）の「文具女子博 2019」で数量限定発売
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【商品画像】
大人のシタジキ Vol.4

flap flap A5 ノート
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【テーエス】について
株式会社エムディーエスのオリジナルブランドとして長きにわたり、ノート、便箋、封筒、金封などの紙製品を中心にオリジ
ナル商品を展開しています。「The STANDARD plus_（ザ・スタンダードプラス）」とコンセプトを設け、定番商品やロングセラ
ー商品に「こだわり」をプラスした「ザ・スタンダード」な商品を生み出していきます。
＜コンセプト＞
いつまでも、手の届く‟定番‟であり続けたい そして、それだけではなく よりこだわった
ものをつくっていきたい時には「上質なデザイン」を 時には「あたらしい使い方」を 時
には「遊びごころ」をプラスしてひとつ上をめざす、‟ザ・スタンダード‟へ

【株式会社エムディーエスについて】
店頭販売に特化したパーソナル文具の専門卸として国内でも有数の売上高を誇り、全国の有力小売店・百貨店・
専門店に 300 社を越える文具メーカーの商品を供給しています。さらに、国内直営店 MDAYS を展開。売り場の
活性化のために積極的かつスピーディに、新しい MD 提案を行い、より売れる魅力的な店作りをお客様とともに進め
ていける企業を目指しています。
＊代表取締役社長：蔀（しとみ）聡志
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※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/
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