が

自分で手帳を
仕上げていくのって
ワクワクして
楽しいんですよね
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文房具をつくるのは文房具メーカーという先入観があるが、
じつはそうじゃない企業が「おお、これは！」と目を見張るような
文房具をつくっていることをご存じだろうか。そんな掘り出し文房具たちを文具lady.のふたりに案内してもらおう！

福島槙
子

●380円

﹁文房具が好きといっても︑高機能

さんと福島槙子さん︒

でグランプリを獲得しました︒そも

リーニングペーパー﹃SUITO ﹄

す︒吸い取り紙を使った万年筆のク

そもそれほど需要の多くない万年筆

は︑
2015 年の文具大賞機能部門

ちは︑ワクワクするようなかわいい
に特化した商品をつくるところが︑

なものを好きな人がいれば︑開発ス

文房具が大好き︒かわいさや優れた
大手メーカーではマネできないとこ
ろ︒チャレンジ精神にあふれていま

るのが︑従来の文房具メーカー以外
ンフランやフライングタイガー︑お

ほかにも雑貨を扱っているフラ

すね﹂︵福島さん︶

の流通や卸売業︑印刷会社が独自に

文具をおふたりにナビしてもらう︒

り︒次ページでは︑そんなオススメ

ら︑ファンにとってはうれしいかぎ

商品がたくさん増えているのだか

文具メーカー以外が開発している

けるコツですね﹂︵菅さん︶

れることがお気に入りの一品を見つ

入ったお店を見つけたら︑定期的に訪

が常にあるわけではないので︑気に

はないでしょうか︒また︑同じ商品

分に買っておくぐらいでも良いので

しょう︒特にレフィルがあるなら︑余

いので︑気に入ったら躊躇なく買いま

ことがあります︒ただし︑回転が早

イデアやデザインの商品に出会える

チをついてくることが多く︑斬新なア

手メーカーでは扱わないようなニッ

﹁プライベートブランドの商品は︑
大

房具を見つけることができるのだ︒

あるとテンションが上がるような文

いる︒こうしたお店でも︑
オフィスに

無印良品も独自の商品を送り出して

ているナチュラルキッチン︑ロフト︑

しゃれな雑貨を100 円で販売し

そんなおふたりが今︑注目してい

考えています﹂︵福島さん︶

デザインも立派な機能のひとつだと

トーリーが好きな人もいます︒私た

ン賞を取ったメモ用紙﹃オリッシイ﹄

あって︑
2012 年にグッドデザイ

戸派計画です︒母体が印刷会社だけ

﹁最近︑存在感を高めているのが︑神

●frel.／岩橋印刷株式会社

〝文具レディ〟として女性目線でか

文具メーカーだけが文房具を
つくっているわけじゃない

付箋メモ dokodemo マツヨ
など︑紙にこだわった商品が人気で

●株式会社ロフト ●1,400〜2,300円

わいい文房具を紹介している菅未里

!?

趣味や日課にまつわる記録を残しておける手帳。
さまざまなカテゴリがあり、
今まで何げなく行ってき
たこと、
これからも続けていきたいことをまとめて自
分好みの一冊になる。
ロフトオリジナルアイテム。

つくり出す︑いわゆるプライベート
ブランドだ︒

ワナドゥ!! 手帳

文具 ル
エー
ソムリ

里
菅未

かわいい文房具って
使うとテンションが
上がります！

Misa
文具
プランナ
ー

Maki
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文具メーカー ナビ
じゃない企業が
つくっているすごい文具！

lad
文具 ムリエールの

新潟県の岩橋印刷がつくった、書類などの端
に挟んで使うメモ。端に挟むと体が半分隠れ
るので、恥ずかしがりやという設定。陰に隠れ、
メッセージを読んでくれる瞬間を待っている姿
がいじらしく見える。印刷会社ならではの紙の
風合いが味わい深い。
美術展のチケットを貼ったり、情報や感想を書き込むこと
で自分だけの手帳をつくり上げる。
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文具lady.

和綴じノート

セレクション

従来の和綴じ製本で、
デザイン・用紙は現代風
にアレンジしている。
またノド部分にキリトリミシ
ンを付けることにより、広げて使う、切り離して
使うなどさまざまな用途で活用することが可能。
古くから使われている伝統的なとじ方が特徴。
●株式会社図書印刷同朋舎

●890円

ほかにも文房具メーカーじゃない企業が
つくっている文房具はたくさんある。
彼女たちおすすめのコレクションを
一挙に紹介しよう！

Feel Collection 2way バッグインバッグ
家具用PVCレザーを使って丈夫さと重厚感を
両立。
フラップを返せばクラッチバッグに。A5、
B5サイズを展開。
レザーのブランドメーカーなら
ではの配慮がうれしい。
●シンコー株式会社

●2,800〜3,900円

オリジナルノートカバー

Feel Collection スリムペンポーチ

飾り原稿用紙

Ｓ
ＩＮＣＯＬブランドの家具用ＰＶＣレザーを使用
し、生地の製作はもちろん、企画、製造、検品
に至るまで、
すべて日本で行っている。
もともと
はレザーのブランドメーカー。得意分野を活かし
た商品開発だ。斜めについたジッパーで口が
大きく開く。
●シンコー株式会社

文具ライター小日向京監修、
hoririumデザイン
の飾り罫でA4サイズ400字詰。書くことを楽しむ
ための原稿用紙だ。中小企業のコンサルティン
グ会社ならではの配慮が嬉しい。
●株式会社あたぼう ●4色入りアソート 950円
各色バラ
480円

●1,200～1,400円

サイズは、
ノートで一番よく使われている、B5サイ
ズとA4サイズの2つがある。
どちらも40種類の柄
が揃っており、素材に使われている紙も豊富だ。
いずれもワクワクするデザインなのは、
ロフトならで
は。取り扱い状況が異なるので店舗に要確認。
●株式会社ロフト ●170〜270円

ブラックボード / チョーク 5 色 / クリーナー
お手頃価格の雑貨屋さんとして人気のナチュラルキッチン
らしいアイテム。杉木を使った黒板と、5色入りチョーク、
ク
リーナー。部屋のカフェ風アレンジに大活躍！
●ナチュラルキッチン アンド ●ブラックボード 300円
チョーク
100円
クリーナー
100円

自分が使いやすいものを
探すのも、
文房具選びの
ポイントです

文房具メーカーじゃないのに
とっても出来がいいの！
あのいろのノート あのいろのメモ
ノートはW105×H173mmの新書サイズでカ
バンにも入れやすく持ち運びしやすい。
ノート、
メモともに書き心地が良く裏移りがしにくい紙
を使用している。特に中紙には優しい色が使
われており、
インクの色との組み合わせも楽し
める。
●ペパラブル／株式会社山越
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SUITO cleaning paper
万年筆のインクをふき取る吸取紙。丸くなっ
た切り欠きがペン先にフィットし、根元からき
れいにふき取れる。
●神戸派計画／大和出版印刷株式会社

●450円

●メモ400円、
ノート450円

100

