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つながる新しい価値

いつもそこにあるモノに

デザインのエッセンスをプラスした時、

特別な感性が生まれる。

いつも使いのアイテムに

デザインのチカラをプラスした時、

新しい魅力が生まれる。

デザインの価値から生まれた

いくつものステキな出会いをつなぎあわせて、

あなたに心地よい時間を届けたい。

それが「Re+g（リプラグ）」の願いです。

「Re+g（リプラグ）」は、

広告・SPなどのデザイン制作を手がける株式会社テイ・デイ・エスのクリエイターたちによって発足したブランド。

身近にあるステーショナリーやインテリア雑貨を、クリエイティブな感性を通して新たな切り口で開発しています。

デザイナー自らが使いたいと思うデザイン、シンプルだけどどこか温かさを感じられるものなど、デザインの心地よさをお届けいたします。

Concept
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指に絵の具をつけ、シ

ルエットと指で触ると

分かる厚盛りインクを

手がかりに自由に描い

てください。

手に付着した絵の具は

濡れた布やウェット

ティッシュで

かんたんに落とせます。

Ink bump
厚盛りインク

絵の具は、お子さまに安心・安全な　　　　　を使用。

How to use  

Ages 3 and above
対象年齢　3歳以上

Atelier mio アトリエ　ミオ

Atel ier  mio（アトリエ　ミオ）は、指や手に絵の具をつけて描く

お絵かきボードです。

絵の具を、混ぜ合わせたり、塗りつけたり、描いたりして、お子さまの心

を解放するように自由に楽しめます。

その自由で楽しい遊びを通して、想像する力や考える力も養います。

お絵かきが好きになる。考えることも好きになる。

「レッジョ・エミリア・アプローチ」とは、近年、欧米を中心に世界中で注目

されているイタリアの教育アプローチです。

子どもたち一人ひとりの意思や個性を尊重し、個々の感性を生かすことが

最も重要であるという理念のもと、 子どもの表現力やコミュニケーション

力、探究心、考える力などを養う教育現場をつくりあげています。

私たちは、子どもたちの個性を大切にする「レッジョ・エミリア・アプロー

チ」に共感を覚え、 その教育を実践できる知育玩具として、

「アトリエミオ」を開発しました。

イタリアのアート教育
「レッジョ・エミリア・アプローチ」を実践

Re+g Kids

Size :  W340mm×H260mm

Configuration : 1set, 17sheets

Price :  3,520 yen（including tax）

lot :  2

Size :  W210mm×H200mm

Configuration : 1set, 6colors

Material :  ワックス、顔料

Price :  3,960 yen（including tax）

lot :  2

 品番： B02-375
JAN：4582370953750

［お絵描き帳 Atelier mio］
 品番： B02-376
JAN：4582370953767

［ゆび絵の具 Atelier mio］

絵のアイデアのとっかかりとなるシル

エットを用意しています。 すでにあるも

のに「描き足す」というスタイルによっ

て、 お絵かきがニガテな子も、描きはじ

めやすいキャンバスにしています。 

お絵かきがニガテな子も、
楽しめる ! 「なにを描いたの？」「なんでこの色な

の？」など、お子さまとの掛け合いを

楽しみながら好きなように描かせてく

ださい。 その掛け合いを通して、自分

で考えるクセを身につけさせます。  

絵のうまさよりも、
考える力を身につける ! 普段は「汚れたら綺麗に洗わなければなら

ない」とされている手を汚すことが許され

るから、開放的な気持ちになり、より自由

に描くことができます。また道具が必要な

いので準備もお片付けも、ラクラクです。

描きたいときに 直感的に
指で描き、片付けも簡単!
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How to use  

Write & Draw
ノートのように、キャンバスのように
思いつくままに書いてください。

Stick
スクラップブックのように
なんでも貼ってください。

Form
好きなものを好きな順番に綴じてください。

DAY 2

専用カスタムパーツ

Prepare
ゴムのついた裏表紙を
ゴムが下にくるように
します。

※オリジナルブックを作るには
表紙と専用の替台紙 ( 2 種 ) をご 準 備ください。

To make your original

表  紙

[ b l a n k ] 無地

parts

1.

Arrange
お好きな替台紙を
セットします。
(推奨 : 5枚×2種)

2.

Complete
まとめてゴムを
かけます。

3.

[ c o v e r ]

替 台 紙

[ g r i d ] 全面に5mm方眼

[ l i n e ] 全面に罫線

[ h a l f ] 上半分が無地、下半分が罫線

Sara book サラブック

ノートとキャンバスとスクラップを一冊で楽しめる「Sara book」。

どのページも簡単に取り外せるので、自由に綴じることができます。

思うままに「好き」を集め、好きに綴じ、あなたらしい一冊をつくりあげて

ください。

「好き」を好きに綴じる本。

ゴムバンドで束ねるだけの仕様だから、表紙と替台紙（リフィル）を組み合

わせてお好みの一冊を作ることができます。

表紙と替台紙の色を変えたり、中の替台紙を無地と柄の組み合わせにす

るなど、自由にカスタムすることが可能です。 

表紙と台紙を選んで、オリジナルの
S a r a  b o o kが作れます。

STATIONERY

Size :  W148mm×H210mm(A5)

Variations :  black,red,white

Configuration : 1set, 10sheets(40pages)

Price :  1,320 yen（including tax）

lot :  2

Size :  W148mm×H210mm(A5)　Configuration : 1set

Price :  660 yen（including tax）　lot :  5

 品番： B02-315
JAN：4582370953156

［black］
 品番： B02-316
JAN：4582370953163

［red］　
 品番： B02-317
JAN：4582370953170

black  品番： B02-318
JAN：4582370953187

red  品番： B02-319
JAN：4582370953194

white  品番： B02-320
JAN：4582370953200

Size :  W148mm×H210mm(A5)　Configuration : 1set, 5sheets(20pages)

Price :  440 yen（including tax）　lot :  5

black  品番： B02-321
JAN：4582370953217

red  品番： B02-322
JAN：4582370953224

white  品番： B02-323
JAN：4582370953231

Size :  W148mm×H210mm(A5)　Configuration : 1set, 5sheets(20pages)

Price :  495 yen（including tax）　lot :  5

black  品番： B02-324
JAN：4582370953248

red  品番： B02-325
JAN：4582370953255

white  品番： B02-326
JAN：4582370953262

Size :  W148mm×H210mm(A5)　Configuration : 1set, 5sheets(20pages)

Price :  495 yen（including tax）　lot :  5

black  品番： B02-327
JAN：4582370953279

red  品番： B02-328
JAN：4582370953286

white  品番： B02-329
JAN：4582370953293

Size :  W148mm×H210mm(A5)　Configuration : 1set, 5sheets(20pages)

Price :  495 yen（including tax）　lot :  5

black  品番： B02-330
JAN：4582370953309

red  品番： B02-331
JAN：4582370953316

white  品番： B02-332
JAN：4582370953323

［white］

C r e a t e  y o u r  b o o k
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【gray】ネイビー
品番：B02-161
JAN：4582370951619

【gray】レッド
品番：B02-162
JAN：4582370951626

【navy】グレー
品番：B02-163
JAN：4582370951633

【navy】レッド
品番：B02-164
JAN：4582370951640

【green】ブラック
品番：B02-165
JAN：4582370951657

【green】キナリ
品番：B02-166
JAN：4582370951664

Size :  W148mm×H210mm(A5)

Variations :  【gray】navy,red

　　　　　　【navy】gray,red

　　　　　　【green】black,kinari

Configuration : 1set, 20sheets(120pockets)

Price :  2,420 yen（including tax）

lot :  2

Log book ログブック

Log book:Felt ログブック：フェルト

出会ったときの情報を記録でき、見返すたびに記憶が甦る

名刺ファイルです。

交換した名刺やショップカードをファイリングし、出会った

日付や相手の特徴、交わした会話などをリフィルに記録（＝

Log）すれば、名刺と情報が一緒に管理できます。

リフィルの順番は入れ替えられるので、名刺の整理がしやす

くなります。

「Log book」の表紙をフェルト地にしました。

汚れや折れ曲がりが目立ちにくく、オフィスでもプライベー

トでも長くお使いいただけます。

Log book 専用リフィル ログブック専用リフィル

書き損じた時や、破れてしまった時など、台紙を交換したい場

合に差し替えていただける『Log book』専用リフィルです。

Log book、Log book :  Felt、いずれのLog bookにもご使用

いただけます。 　

名刺管理アプリ「Log book Digi

（ログブック デジ）」iPhone版、

Android版を配信しています。アナ

ログとデジタルの一括管理で、Log 

bookをもっと便利にスマートにお

使いいただけます。

名刺管理アプリ「Log book Digi（ログブック デジ）」配信開始！

出会った記憶を記録する名刺ファイル。

your Log ユアログ

体験を記すことができる名刺サイズのメモ帳「your Log」。

映画、小説、音楽、お酒…。あなたの体験を「楽しんだ」だけで終

わらせない。リプラグの名刺ファイル「Log book」と併用するこ

とで、あなたの体験を知識として「記録（=Log）」することができ

ます。

あなたの体験を記録（ログ）するカード。

STATIONERY

Size :  W148mm×H210mm(A5)

Variations :  【black】black,red,gray,blue-green

                     【white】navy,red,gray

                     【red】red,blue-gray,blue-green

Configuration : 1set, 20sheets(120pockets)

Price :  1,540 yen（including tax）

lot :  2

 品番： B02-060
JAN：4582370950605

【黒】ブラック　　
 品番： B02-061
JAN：4582370950612

【黒】レッド　
 品番： B02-062
JAN：4582370950629

【黒】グレー

 品番： B02-199
JAN：4582370951992

【赤】レッド　　
 品番： B02-200
JAN：4582370952005

【赤】ブルーグレー
 品番： B02-201
JAN：4582370952012

【赤】ブルーグリーン

 品番： B02-063
JAN：4582370950636

【黒】ブルーグリーン

 品番： B02-202
JAN：4582370952029

ブラック
 品番： B02-203
JAN：4582370952036

グレー
 品番： B02-204
JAN：4582370952043

レッド

 品番： B02-111
JAN：4582370951114

Log book【リフィル】

 品番： B02-117
JAN：4582370951176

【白】ネイビー　
 品番： B02-118
JAN：4582370951183

【白】レッド
 品番： B02-119
JAN：4582370951190

【白】グレー

Size :  W148mm×H210mm(A5)

Configuration : 台紙のみ,3sheets(36pockets)

Price :  385 yen（including tax）

lot :  5

Size :  W91mm×H55mm

Variations :  black,gray,red

Configuration : 1set, 30sheets×2pack

Price :  1,045 yen（including tax）

lot :  3 
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Tag Schedule タグスケジュール

Web 型定規 ウェブガタジョウギ

１週間分のスケジュールを１枚の付箋で管理できる、新しいスタイルのカレ

ンダーです。パソコンやノートなどに貼り付ければ、いつでも一目で予定を確

認することができます。機能性を重視したシンプルなデザインはどんなシー

ンにも馴染んでくれるため、場所を選ばず自由にお使いいただけます。

「ダイアリー」と「付箋メモ」、ふたつの機能。
「一週間」を思いのままにデザインする。

Webページの構成案や絵コンテをスムーズに作成できる

テンプレートです。

4：3、16：9の基本的な画面比率以外にも、Webページで使う頻度の多い

アイコンが入っています。フリーハンドと比べ、歪みや縮尺のブレがない

筆記ができるので、他の人が見ても分かりやすい構成案が作れます。

We b制作の現場で使える、クリエイター専用ツール。

STATIONERY

 品番： B02-096
JAN：4582370950964

ネイビー　　
 品番： B02-097
JAN：4582370950971

レッド　

 品番： B02-099
JAN：4582370950995

ライトブルー
 品番： B02-100
JAN：4582370951008

ライトグレー

 品番： B02-122
JAN：4582370951220

ホワイト
 品番： B02-123
JAN：4582370951237

ブラック
 品番： B02-124
JAN：4582370951244

レッド

 品番： B02-098
JAN：4582370950988

ブラウン

TACO-ASHI タコアシ

たこのカタチをした付箋です。大きいサイズの頭のパーツと、細長い足の

パーツが各15枚ずつ入っており、全部で135枚と見かけによらず大容量

です。それぞれしおりや付箋として使うことができ、頭のパーツはメモとし

ても使える大きさです。

書類や本にランダムに貼りつけると、まるでたこが這い出てくるように見

えます。使う人にも見る人にも楽しい付箋です。

プライベートからオフィスまでひっぱりだこ。

 品番： B02-101
JAN：4582370951015

TACO-ASHI

Size :  W165 mm x H50 mm 

color : navy,red,brown,light-blue,light-gray

Configuration :  1set,50 sheets

Price :  770 yen(including tax)

lot  :  3

Size :  W105mm×H200mm（package）

Configuration : 1pack,9parts×15sheets(total  135 pieces)

Price :  968 yen（including tax）

lot :  3

Size :  W187mm×H105mm

color  :  white,black,red

Price :  white 1,650 yen（including tax）

　　　 black,red 2,200 yen（including tax）

lot :  2
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お年玉や
商品券などが
入れられます

10000

おめでとう！
おばより

カードを入れる
スリットが
あります

中面に
メッセージ
が書けます

 品番： B02-146
JAN：4582370951466

祝儀袋【寿】
 品番： B02-147
JAN：4582370951473

祝儀袋【祝】

お財布ぽち オサイフポチ

そのままお財布として使える2つ折りのぽち袋ができました。

和紙のような優しい手触りの素材です。

少しのお金だけ持って出かけたい時など、

大人のちょっとしたお出かけにも

おすすめです。

お祝いとともに贈る、はじめてのお財布。

 品番： B02-180
JAN：4582370951800

【和柄】あかね
 品番： B02-181
JAN：4582370951817

【和柄】やまぶき　
 品番： B02-182
JAN：4582370951824

【和柄】わかくさ

 品番： B02-183
JAN：4582370951831

【松竹梅】まつ
 品番： B02-184
JAN：4582370951848

【松竹梅】たけ　　
 品番： B02-185
JAN：4582370951855

【松竹梅】うめ

 品番： B02-186
JAN：4582370951862

【水玉】おおだま
 品番： B02-187
JAN：4582370951879

【水玉】ちゅうだま
 品番： B02-188
【水玉】こだま

 品番： B02-189
JAN：4582370951893

【線画】むし
 品番： B02-190
JAN：4582370951909

【線画】さかな
 品番： B02-191
JAN：4582370951916

【線画】きょうりゅう　　

祝儀袋【寿】【祝】
Gift  money envelope

おめでたい伝統的な文様に現代的なアレンジを加え、個性的かつ、シンプルな

デザインに仕上げた祝儀袋です。結婚式で使える「寿（ことぶき）」は飾り部分を

アクリルで、幅広くお祝い事に使える「祝（いわい）」は厚手の紙で制作しました。

飾り部分は簡単に取り外しができるので、アルバムの飾りなどに使えます。

スタイリッシュなご祝儀袋。
華やかな飾りは残しておけば、思い出をいつまでも彩る。 Size :  W108mm×H185mm

Variations :  kotobuki,iwai

Configuration : White and red envelope(with an inner envelope)

　　　　　　　【寿】Decorative part:acrylic,rubber,metallic parts

　　　　　　　【祝】Decorative part:cardboard,rubber,metallic parts

Price :   1,980 yen（including tax）

lot :  2　

MONEY ENVELOPE

Back

 品番： B02-139
JAN：4582370951398

heart
 品番： B02-140
JAN：4582370951404

star
 品番： B02-141
JAN：4582370951411

rock
 品番： B02-142
JAN：4582370951428

money

気持ちをあらわす手の形。言葉そのものじゃないから、

色々なシーンで使えます。

デザインは「heart」「star」「rock」「money」の4種類。「借りたお金返すよ」や

「これライブのチケット代」など。線画になっているため、思い思いに色を塗る

のもオススメ。裏面のフタが長めなので、差し込むだけで封ができます。

言葉にするほど、大げさじゃなく。
手と手をつなげて、想いを伝える「ぽち袋」。

HANDLINK ぽち袋
ハンドリンクポチブクロ

Size :  W57mm×H92mm

Variations :heart、star、rock、money

Configuration : 3  pieces

Price :  385 yen（including tax）

lot :  5

JAN：4582370951886

Size :  W90mm×H90mm

Variations :【和柄】あかね、やまぶき、わかくさ　　【松竹梅】まつ、たけ、うめ

　　　　　  【水玉】おおだま、ちゅうだま、こだま　　【線画】むし、さかな、きょうりゅう

Price :  770 yen（including tax）

lot :  5
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普
段
遣
い
す
る
懐
紙
入
れ

t a - z u - t u - m i

多
包
み

How to use  

MONEY ENVELOPE

紙風船や本のカバーでなじみ深い半透明の「グラシン紙」を使用したぽち袋です。

この紙はリプラグでカレンダー作成した時にできた紙を再利用（※アップサイクル）し、

新しいカタチに生まれ変わらせました。

最後まで大好きな紙を大事に使いたいという思いで作ったぽち袋。

あなたの「心遣い」をやわらかなグラシン紙に包んで、贈ってみませんか。

※アップサイクル

本来であれば捨てられるはずのものにデザインやアイ

デアといったものを加え、別の商品にアップグレードし

て生まれ変わらせる”サスティナブル”な考え方です。

やわらかな質感に「心遣い」を包み込むぽち袋。

グラシンペーパー ぽち袋
glass ine paper pet it  envelope

KAISHI POUCH

包む、拭く、書く。

日常のさまざまな場面を、そっと上品にする日本伝統の懐紙。

もっと身近に使ってほしいから、日常でも使える入れものを作りました。懐紙入れ「多包

み」は、軽量かつ丈夫な素材で、水にも強く、破れにくい素材を使用。

使い方も、いろいろ。

便利なポケットを用意し、文具やメイク道具、名刺など、いつも持ち歩くアイテムが懐紙

とひとつにまとまります。中にはシンプルな懐紙もセットされているので、「入門編」とし

てすぐにお使いいただけます。

日々の暮らしにも、旅行にも。懐紙のある生活を始めてみませんか。

懐紙のある生活を、始めてみませんか。

懐紙入れ　多包み

Size :  W57mm×H91mm（rectangle）

　　   W57mm×H54mm（pentagon）

Variations :  sora(rectangle,pentagon)

                    sogen(rectangle,pentagon)

                    umi (rectangle,pentagon)

Price :  rectangle 528 yen（including tax）

　　　 pentagon 506 yen（including tax）

lot :  3

Size :  W102×H172mm

Variations :  茶道,武士道,書道

Configuration :  懐紙入れ,懐紙40sheets

Price :   2 ,640 yen（including tax）

lot :  2

 品番： B02-083
JAN：4582370950834

空【長方形】　　
 品番： B02-084
JAN：4582370950841

空【五角形】
 品番： B02-120
JAN：4582370951206

草原【長方形】
 品番： B02-121
JAN：4582370951213

草原【五角形】
 品番： B02-295
JAN：4582370952951

海【長方形】
 品番： B02-296
JAN：4582370952968

海【五角形】
 品番： : B02-360
JAN：4582370953606

里山【長方形】
 品番： B02-361
JAN：4582370953613

里山【五角形】
 品番： B02-341
JAN：4582370953415

［茶道］
 品番： B02-340
JAN：4582370953408

［武士道］
 品番： B02-339
JAN：4582370953392

［書道］

タヅツミ

この商品は引裂強度、および耐水性のあるTyvek®を使用しています。

DuPont™ Tyvek®、タイベック®は米国デュポン社の商標、あるいは登録商標です。

▲ポケットにペン、名刺、パスポートなどを入れられるので、
ビジネスや旅行用にも便利です。
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AR バースデーカード

AR（拡張現実）の技術を取り入れたグリーティングカードです。AR

マーカーを読み込むと現れる鉱物の原石。タップし続けると美しい

宝石に変化し、お祝いのメッセージが表示されます。受け取った後

も楽しめる、体験型のカードです。

A Rコンテンツが楽しめる、
鉱石標本風バースデーカード。

CARD

Size :  W75×H75mm

Variations :  【標本】1-12月　【数字】1-12月

Configuration : 1 card, 1 envelope

Price :  495 yen（including tax）

lot :  5

 品番： B02-224
JAN：4582370952241

1月　　
 品番： B02-225
JAN：4582370952258

2月　　

 品番： B02-226
JAN：4582370952265

3月　　
 品番： B02-227
JAN：4582370952272

4月　　

 品番： B02-228
JAN：4582370952289

5月　　
 品番： B02-229
JAN：4582370952296

6月　　

 品番： B02-230
JAN：4582370952302

7月　　
 品番： B02-231
JAN：4582370952319

8月

 品番： B02-232
JAN：4582370952326

9月
 品番： B02-233
JAN：4582370952333

10月　　

 品番： B02-234
JAN：4582370952340

11月　　
 品番： B02-235
JAN：4582370952357

12月

 品番： B02-236
JAN：4582370952364

1月
 品番： B02-237
JAN：4582370952371

2月

 品番： B02-238
JAN：4582370952388

3月　　
 品番： B02-239
JAN：4582370952395

4月　　

 品番： B02-240
JAN：4582370952401

5月
 品番： B02-241
JAN：4582370952418

6月　　

 品番： B02-242
JAN：4582370952425

7月
 品番： B02-243
JAN：4582370952432

8月　　

 品番： B02-244
JAN：4582370952449

9月　　
 品番： B02-245
JAN：4582370952456

10月

 品番： B02-246
JAN：4582370952463

11月
 品番： B02-247
JAN：4582370952470

12月

Hana-kotoba ハナコトバ

折り上げると一輪の花へと姿を変える立体メッセージカード

「Hana-kotoba」。

花びらを開けると、送り手からのメッセージが現れます。プレゼントのデコ

レーションとして用いたり、たくさんの人のメッセージを集めて花束のよう

に贈ってみたり。さまざまな想いがこもった言葉に、華を添えてくれるカー

ドです。

届けたい言葉を花に添えて。

Hana-kotoba Kit ハナコトバキット

気のおけない仲間同士でお祝いを贈るなら、心のこもったメッセージを

集めて、簡単なアレンジで首飾りやブーケにできる 「Hana-kotoba Kit」

がピッタリです。アレンジに必要な材料はすべてキットの中に。用途に合

わせて2タイプからお選びいただけます。

卒業祝いや歓送迎会に。メッセージカードのブーケで、
感動とサプライズの演出を。

 品番： B02-065
JAN：4582370950650

［Hana-kotoba sakura］

 品番： B02-169
JAN：4582370951695

【プチブーケ　洋】

 品番： B02-168
JAN：4582370951688

【プチブーケ　和】

 品番： B02-045
JAN：4582370950452

［Hana-kotoba Bouquet］
 品番： : B02-363
JAN：4582370953637

［Hana-kotoba sakura 1枚入り］

Size         :  W130mm×H130mm(card)

Variation :  Hana-kotoba sakura

 &price       (1pieces)  220 yen　(5pieces)  1,320 yen

                 :  Hana-kotoba Bouquet

                  (10pieces)  1,980 yen（including tax）

lot :  2

セット内容 : Hana-kotoba Bouquetカード×10、
花芯用ワイヤー×10、ラッピングペーパー×1、リボン×2

Size:W300mm×H220mm
Price :  2,640 yen
           （including tax）
lot :  2

Size:W300mm×H220mm
Price :  2,640 yen
           （including tax）
lot :  2

セット内容 : Hana-kotoba sakuraカード×10、花芯用ワイヤー
×10、ラッピングペーパー×1、組紐×1、飾り房×1

エーアールバースデーカード

＜対応OSとブラウザ＞
■iPhone6 以降（OS：iOS11.0 以降、ブラウザ：Safari） 
■Android（OS：Android7 以降、ブラウザ：Chrome）です。
■アプリ内ブラウザではARが起動しませんので、ご注意ください。 
■iOS でエラーが出る場合は、iOS標準搭載のカメラアプリでQRコードを
　読んでください。 　■郵送はできません。

NOTES

カードの中面左にある二次元

コードを読み込んだ後、カメラを

右の岩のマークにかざすと、原石

が現れます。

画面をタップして現れた原石を採

掘していくと、美しい宝石へと変化

し、メッセージが表示されます。

※ARバースデーカードは　　　
Web-ARのため、アプリのインス
トールをすることなくウェブブラ
ウザでお楽しみいただけます。

〈遊び方〉

1

2

中面

※上部の写真は採取箱入りのもの
です。各 10 部のご注文で専用
の採取箱を無料でお付けしま
す。（各 5 部の場合￥ 3,000 で
お付けします）

【数字】

【標本】
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ori-hagaki  geometric
オリハガキ　ジオメトリック

自然や生きものをモチーフにした、ポストカードです。

折り筋に沿って折っていくと、動物にまつわる幾何学模様が、愛らしい表

情をつくります。想いとともに遊び心を伝えるポストカードとして、また、

部屋を彩るアイテムとして、さまざまなシーンでお使いいただけます。

幾何学模様が豊かな表情をつくりだす。
折り上げて出会う、動物たちのポストカード。

 品番： B02-066
JAN：4582370950667

パンダ
 品番： B02-067
JAN：4582370950674

チドリ
 品番： B02-068
JAN：4582370950681

コイ

 品番： B02-069
JAN：4582370950698

カメ

Greeting Girls グリーティング ガールズ

スカートの中に隠された、女の子の秘密とメッセージ。

 品番： B02-377
JAN：4582370953774

コーギー
 品番： B02-378
JAN：4582370953781

プードル
 品番： B02-379
JAN：4582370953798

ダックスフント
 品番： B02-380
JAN：4582370953804

テリア

Size :  W210mm×H170mm（envelope）

Variations :  corgi ,poodle,dachshund,

　　　　　　terrier,  shibainu,golden retr iever

Configuration : 1 washi dog card, 1 page of 　　

　　　　　　　　colored paper, and 1 envelope

Price :  1 ,540 yen（including tax）

lot :  3

 品番： B02-381
JAN：4582370953811

シバイヌ
 品番： B02-382
JAN：4582370953828

ゴールデンレトリバー

 品番： B02-113
JAN：4582370951138

[Happy Birthday]
 品番： B02-114
JAN：4582370951145

[Congratulations]
 品番： B02-115
JAN：4582370951152

[Thank you]

 品番： B02-116
JAN：4582370951169

[Heart]

Size :  W160mm×H160mm（card）

　　   W210mm×H165mm（package）

Variations :  Happy Birthday,  Congratulations,  

　　　　　　Thank you,  Heart

Configuration : 1 card, and 1 envelope

Price :  528 yen（including tax）

lot :  3

CARD

スカートをめくると、女の子の足で作られたアルファベットが現れ、

メッセージの頭文字になっているという仕組み。大胆な足の形にドキッと

するカードですが、おさえた色あいで大人っぽいデザインに仕上げてい

ます。メッセージの記入面には高級感のあるレイド（縞）模様の紙を使用、

付属の白い封筒に入れればフォーマルな場面でも使えるところも

魅力です。

Size

Variations

Configuration

Price

lot

:

:

:

:

:

W148mm×H100mm

Panda,  Chidori ,  Koi ,  Kame

1 page with l ines

198 yen（ including tax）

5

Washi犬 ワシケン

美濃和紙が持つ繊維の風合いを活かして、ふわっとした犬の毛並みを表

現したグリーティングカード。

和紙職人が手漉きした紙を、ひとつひとつ丁寧に手ちぎりで仕上げてい

ます。送るのも受け取るのも、楽しみな1枚です。

美濃和紙がもたらす、やわらかな毛並み。
会いたい想いを込めて、大切なひとのもとへ。

CorgiShibainu

Dachshund Poodle Golden retriever

Terrier
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Reversible

7 Card Calendar セブンカードカレンダー

歴史に刻まれた7種の書体をモチーフとした万年カレンダー。

時代の訪れとともに、人々が選び取ってきた書体デザイン、その

「記号芸術」とも呼べる傑作を、生活空間のインテリアに。

未来を示す7つの遺産。
それは、時代を書き留めた永遠の美。

PERMANENT CALENDAR

 品番： B02-015
JAN：4582370950155

7 Card Calendar

TYPOLIC タイポリック

文字本来の美しさを活かした万年カレンダー「タイポリック」。

アルミニウムとアクリル、いずれも洗練された世界観に包まれて

おり、オブジェのように楽しむことができます。  

それは記憶。それは予感。それはリズム。
それは、無限に広がる時の地図。

 品番： B02-017
JAN：4582370950179

Jenson（アクリル）
 品番： B02-016
JAN：4582370950162

Avenir（アルミニウム）

Size :  W305mm×H305mm

Color :  black & white （reversible）

Configuration :  7  pages

Typefaces :  Avenir, Optima,  Rockwell ,Bodoni,Linoscript,  

Jenson,  and Goudy Text

Price :  3 ,080 yen（including tax）

lot:1

Size  :  W325mm×H728mm×D55mm （when assembled）

Weight :  a luminum/1300g  acryl ic/  1450g

Material  :  a luminum, acryl ic

Use :  f loor-standing or  wall-mounted

Price :  20,900 yen（including tax）

lot :  1



   【お問い合わせ】　株式会社テイ・デイ・エス　 リプラグ事業部  　   　TEL：03-5225-7813 　　  FAX：03-5225-7530   　MAIL：replug_cs＠tds-g.co.jp
　　　　　   　　　〒162-0814 東京都新宿区新小川町 8-30 山京ビル　　 https://www.replug.jp

Re+g New Product 2021 spring NEW DESIG
N!!

ミラノで新しいライフスタイルを提案している TENOHA MILANO

が打ち出した「KAWAII PROJECT」とのコラボレーション商品です。

５人のアーティストが表現した「KAWAII」イラストをリプラグ商

品にデザインしました。

もはや世界共通単語として認知されている「KAWAII」という言葉。 

しかし、日本人特有のニュアンスである「きもかわいい」「ゆるか

わいい」等、「かわいい」という単語はとても奥深く、無限のニュ

アンスを持っています。

「KAWAII」の捉え方は自由なもの。自分自身の「KAWAII」を見つけ

てください

イタリア・ミラノで展開する、ショップ、カフェ＆レストラン、
シェアオフィス、イベントスペース、ポップアップスペースから成る複合施設です。 
日本の洗練された文化を通じて、「上質」や「愉しみ」を共有できる場所であると同時に、
人種・国籍などに関係なく、フラットでオープンな視点から好きなものを選択し、豊かな
ライフスタイルを探求している人々が、常に発見を求めて足を運んでいます。
https://www.tenoha.it/ja/home-page-jp/

自分だけのカワイイを
見つけることから始めよう

とは

How to use  

Write & Draw
ノートのように、キャンバスのように
思いつくままに書いてください。

Stick
スクラップブックのように
なんでも貼ってください。

Form
好きなものを好きな順番に
綴じてください。

DAY 2

 品番： B02-364
KAWAII×Sara/pum

 品番： B02-369
KAWAII×Tag/pum

イラストレーター／  デザイナー

pum

 品番： B02-366
KAWAII×Sara/SANLEMO

 品番： B02-371
KAWAII×Tag/SANLEMO

イラストレーター／  デザイナー

SANLEMO

 品番： B02-368
KAWAII×Sara/123co

 品番： B02-373
KAWAII×Tag/123co

イラストレーター

1 2 3co

 品番： B02-365
KAWAII×Sara/Ami Kaneko

 品番： B02-370
KAWAII×Tag/Ami Kaneko

グラフィックデザイナー

Ami  Kaneko

 品番： B02-367
KAWAII×Sara/Agata Yamaguchi

 品番： B02-372
KAWAII×Tag/Agata Yamaguchi

アートディレクター／グラフィックデザイナー

Agata  Yamaguch i
Tag Schedule

タグスケジュール

１週間分のスケジュールを▶
１枚の付箋に

Price：KAWAII×Sara  ¥1,650（税込）　KAWAII×Tag  ￥990（税込）　　Lot：2    

Re+g


