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約 2000 種類

鹿児島ロフト

の商品が集合!!

さぁ、来年はどれにしますか?

『2018 年版 人気ダイアリー』
“SNS で公開したくなる手帳”や、“デザイン性の高いクリエイターズ手帳”が人気!!
マルヤガーデンズ 3F 鹿児島ロフトでは、2018 年版のダイアリーのコーナー展開がスタートしました。
“SNS で公開したくなる” “理想の未来を引き寄せるため”など『目的性』
『機能性』がある手帳や、人気アーティスト
とコラボした『デザイン性』の高いクリエイターズダイアリーなどが人気です。

『オリジナルにカスタマイズしたり、目標を達成したり♪』

目標達成の
SNS 共有に人気!
!

■ジブン手帳

夏

SNS で共有することで、もっと楽しさが広がる手帳

2018 ジブンのすべてを書き込みたくなる手帳

(2600 円～4800 円 税抜き)

「一生つかえる」手帳をコンセプトに、今までにない発想のライフログ手帳を実現。
書きやすい・見やすい・だから探しやすい。ジブンのことを書くことで、ジブンをもっと
発見できる手帳です。

【特徴】三分冊スタイル
「DIARY(一年)」「LIFE(一生)」「IDEA(メモ帳)」
の 3 冊に分かれており、ゴムバンド付定規が 3 冊
をまとめています。

LOFT 手帳部門
13 年連続 No1!

趣味や作品の SNS 公開用として人気!

■ほぼ日手帳

2018 「LIFE の BOOK」今年新登場の人気カバーはコレ!
■星野道夫 タテゴトアザラシの赤ちゃん

(オリジナル カバー&本体セット 4,752 円 税込)

夏

■星野道夫 グリズリーの親子 (weeks 2,752 円 税込)
アラスカ の自然 や野生 動物 を 撮影し続 けた写 真家 、 星野道 夫さん（1952-1996 年）
の作品が カバー になり ました 。素材には 、星 野さん の写真 が持 つ雰囲気 をプリ ントで
表現する ために とくべ つに選 んだポリ エステ ルを使 用 。なめ らかで 、ずっ とさわ って
いたくなる心地よさです。また内側のポケットには 、サインがプリントされていま
す。星野 道夫さ んの作 品を持 ち歩ける カバー とし て おたの しみくだ さい。

■鹿児島睦

ネコスリー

(カバー&本体セット 8,100 円 税込)

夏
器をはじ め、版 画･オブジ ェ･布製品な どで多 彩に活 躍す る 陶芸家の 鹿児島 睦さん と
カバーを 作りま した。 手ざわ りの良い リネン の生地 に何色 ものシル クプリ ントを
施したも の。プ リント 部分は 、わずか に盛り 上がっ ていて 、触った ときの 質感の
違いもた のしい です。 かわい くて、や さしく て、 見 るたび にちょっ と嬉し くなる 。
そんな鹿 児島さ んの作 品 を持 ち歩くこ とので きるカ バーで す 。
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フォトジェニックな手帳自体を SNS にアップ!

■ほぼ日手帳

2018 「LIFE の BOOK」今年新登場の人気カバーはコレ!
■A VERY MERRY EVERY DAY (カバー&本体セット 3,780 円 税込)
世界中の記念日や誰かの誕生日と、それにちなんだかわいくておもしろい雑貨が
あらわれる日めくりカレンダー、
「A VERY MERRY EVERY DAY to you」
。
このカレンダーをもとに、新しいタイプの手帳カバーを作りました。
色も柄もない真っ白なカバーに、カレンダーに登場する小物のシールを自由に貼って
使います。白いカバーをシールで埋めつくすもよし、数枚貼って余白をたのしむもよし。
世界にひとつだけのカバーをおたのしみください。

■THE BEATLES (カバー&本体セット 5,940 円～11,340 円 税込)
ザ・ビートルズとのコラボレートした手帳は、クリエイター3 氏による素材や形も異なるデザ
インの 4 種類。いずれもカバーの内側には、「The Beatles」のロゴとクレジットがプリント
され、それぞれにザ・ビートルズの楽曲名がつけられている。
「LOVE ME DO」と「HELP ! 」は、アルバムなどで使用されたロゴやビジュアルを組み合
わせたデザインで、AKB48「ヘビーローテーション」CD ジャケットなども手掛けたアートデ
ィレクター・秋山具義氏によるデザイン。黒い合皮に濃いグレーのりんごが並んだ「IN MY
※10 月 1 日発売

LIFE」は、アートディレクター・吉田ユニ氏がデザインを担当し、しおり 5 本付き。そして、
イラストレーター・塩川いづみ氏がデザインしたのは「BLACKBIRD」。この曲で歌われてい
るとされるクロウタドリを描いている。

LOFT が開発を手掛けた中
で、初の中学生～高校生を
ターゲットにした手帳

“手帳なんて使わない”そんな学生のために作られた、理想の未来を引き寄せる手帳
■学生

to 手帳 2018 年度版

(1,620 円 税込)

夏

『理想の未来を引きよせる』をテーマに、中学生～高校生向けに開発した手帳
授業時間内である 9-16 時は短縮化し、学校に行く前の朝時間と放課後の時
間帯を広く取った、学生に特化したフォーマットが特徴。目的や計画を意識
しながら行動し、遊びや勉強の予定をしっかり立て振り返りを行うことで、
やるべきことと無駄な時間が見えてきます。
また、学生の頃から手帳を使うことで、手帳になじんでもらいたいという思
親からこどもへのプレゼントとしての利用や、OL 層の

いも込められています。

購入も多くみられます。

本件に関するお問い合わせ先
株式会社丸屋本社 マルヤガーデンズ事業部 営業企画･広報/

松見

tel : 099-813-8108

