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月にふれ、月を持ち歩く。日本発祥の高精細エンボス加工で表現

月のコレクションのPLANETARIOをスーパームーン、ブラッドムーンの

2021年5月26日（水）より先行予約販売をスタート

https://trinus.co.jp/

株式会社TRINUS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤真矢、以下 トリナス）は、月のクレーターの凹凸が見せる

表情を日本発祥の高精細エンボス加工技術「Delite(デリット)」で表現したPLANETARIOシリーズ第二弾の先行予約販売

を2021年のスーパームーンであり、ブラッドムーンと二つの月のビッグイベントが重なる日である5月26日（水）より開始します。

PRESS RELEASE

＜＜＜＜ 先行予約販売 https://trinus.jp/developments/2 ＞＞＞＞

PLANETARIOシリーズ第一弾は、高精細なエンボス加工技術をふんだんに活かした、本革仕様のクラッチバッグ、コインケース

を展開。精細なエンボス、丁寧な縫製、本革にこだわり、PLANETARIOの世界観をお届けするのに相応しいものとなりました。

今回の第二弾では、これまで寄せられた様々な声や昨今の変化したライフスタイルを元に、普段使いでのとりまわしやスタイリン

グに注目してアップデート。昨今、動物愛護や環境負荷低減の観点から再解釈され、その耐久性にも磨きをかけてきたフェイク

レザーを用いることで軽量でありながら、本格的な仕様で、より気軽に普段使いできるコレクションが誕生しました。月をあなたの

手中に。高精細エンボスによって表現される月の表情をぜひお楽しみ下さい。

https://trinus.jp/developments/2
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月の魅力あふれる、こだわりのラインナップ

スクエアトートバッグ、クラッチバッグ、スマートフォンショルダーバッグ、スマートフォンケースをご用意しました。夜空に浮かぶ輝く丸
い月、長い年月が培ったクレーターの凹凸を忠実に表現しました。

商品紹介

日本が誇るべき生地加工の発明、高精細エンボス加工を実現する「Delite(デリット)」

一般的なエンボス加工との違いは、エンボスそのものの精細さ

です。他にはない肌理細やかな凹凸、職人の技と経験により

生み出される丁寧な仕事。これまでTRINUSでは、この特許

技術「Delitte(デリット)」を有するオーヨン株式会社とともに、

高精細なエンボスでの月面のテクスチャーの際現に取り組んで

きました。

小さな型から大きな型まで、単衣にエンボスと言ってもそれぞれ

異なる生地や大きさによって入念な調整が必要です。経験の

蓄積によってのみ絶妙な再現を実現でき、2社間で何度も生

地のやり取りを重ね、イメージする手触りを求めました。
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◼ 月のクレーターを感じる、 「クラッチバッグ」

月の持ちかけの遊び心を添えて、全国にエンボス加工を施

したまさに月のクラッチバッグ。取り外し可能なストラップでク

ラッチバッグとショルダーバッグを行き来してスタイリングを楽し

めます。

◼ スマートフォンショルダーバッグ

最新のスマートフォンがぴったり入るミニマムなショルダーバッ

グ。大胆にトリミングした月部分はポケットに。チェーンスト

ラップでエッジを効かせたスタイルは、ジェンダーレスで身につ

けられます。

◼ アソビとシゴトが同居する、スクエアトートバッグ

必要なものがぴしっと収まる。大きくとった月のシルエットは大き

なポケットになっています。各所に小物を収納できるポケットを

備え、さらに13inch MacBookなどのラップトップが収納でき

る専用ポケットを用意しました。バッグの口には隠しマグネットを

取り入れ、持ち物が少ない時にはさっと閉じることができます。

商品詳細

クラッチバッグ
カラー：シルバー／ブラック
外寸：W330xH220xD20(mm）
ストラップ長：約1100~1200（mm）*アジャスター付き
重量：約285g*ストラップ含む
素材：外装・ストラップ＝合成皮革、内装＝コットン

スクエアトートバッグ
カラー：シルバー／ブラック
外寸： W248xH350xD95（mm）*持ち手を除く
内寸：W240xH345xD90（mm）*持ち手を除く
前ポケット内寸：W230xH280（mm）
持ち手：ループ部220（mm）, W15（mm）
重量：約419g
素材：外装＝人工皮革・合成皮革、内装：コットン

スマートフォンショルダーバッグ
カラー：シルバー／ブラック
外寸：W110xH198xD8（mm）
内寸：W100xH190（mm）
ストラップチェーン長：約1250（mm）
重量：約146g（チェーン部含む）
素材：外装＝人工皮革・合成皮革、内装＝ナイロン 60%・

ウレタン40%
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月のテクスチャーを全面に配したスマートフォンケース。

（iPhone12, iPhone12Pro用）毎日使うアイテムで

手にするたびに月を感じる。

◼ 月を手にする、スマートフォンケース

スマートフォンケース
カラー：シルバー／ブラック外寸
外寸：W73xH148xD10（mm）
対応機種：iPhone 12 / iPhone 12 Pro
重量：約25g
素材：外装＝合成皮革、

内装＝ナイロン60%・ウレタン40%、
ケース＝ポリカーボネート

＊商品仕様は製造上の都合もしくは品質向上のため変更する場合がございます、ご了承ください。

クラウドファンディング

◇先行販売期間：2021年5月26日（月）～7月26日（月）
◇先行予約販売特別価格：

・ スクエアトートバッグ：19,800円（通常価格から10％OFF）
・ クラッチバッグ：18,000円（通常価格から10％OFF）
・ スマートフォンショルダーバッグ：11,250円（通常価格から10％OFF）
・ スマートフォンケース：5,850円（通常価格から10％OFF）

送料無料
お届けは2021年9月頃を予定しております。生産状況や製造上の都合等により出荷時期が遅れる場合があります。

b8ta（ベータ）にてサンプル展示予定

“Retail designed for discovery” 発見と体験ができる店、シリコン
バレー発のb8ta（ベータ）にてPLANETARIOのサンプルを展示してお
ります。お近くにお立ち寄りの際は、ぜひご覧ください。

●b8ta Tokyo – Yurakucho
東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル1階
営業時間: 11:00 – 19:30
定休日: 不定休

●b8ta Tokyo – Shinjuku Marui
東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ 本館1階
営業時間: 商業施設に準拠
定休日: 商業施設に準拠

◆小売店様へ
先行販売を踏まえて、2021年7～8月頃には一般販売を開始する予定です。卸取引にご興味をお持ちの小売店様は、
TRINUSお問合せフォーム（https://trinus.jp/inquiry）からお問合せくださいませ。

https://trinus.jp/inquiry
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「TRINUS（トリナス）」について

『TRINUS』は、メーカー、デザイナー、エンドユーザーの三者から成るものづくりコミュニティを活用し、新しい価値を生み出す究極のファブレスメー
カーです。社内に多くの資源を抱えない代わりに、日本全国の様々な技術を取り上げ、これらを活用した商品コンセプト・デザインを4,000名以
上の登録デザイナーから公募、ユーザー（潜在消費者）からのフィードバックを踏まえて採用作品を選出し、試作開発、ブランディングや販売ま
でを一気通貫で行うプロダクト共創プラットフォームを運営しています。

※ 詳しくはこちらをご参照ください。 ▶ https://trinus.jp/partner

代表商品である「花色鉛筆」は発売後約1年間で4万本以上の販売を記録し、世界的デザインアワードである『iF DESIGN AWARD 2019』を受
賞しました。ニューヨーク近代美術館がキュレーションを行う「MoMA STORE 」やフランスのセレクトショップ「Merci」といった世界の著名な小売店でもお
取り扱い頂いております。

株式会社TRINUS 
本社：東京都渋谷区西原3-1-10 tefu yoyogi uehara 2F
代表取締役：佐藤 真矢
設立：2014年11月25日
事業内容：商品企画、デザイン、流通・販売、技術マッチング、コンサルティング

このような方におススメです

 刺激的な毎日を目指す、クリエイターの皆様

 アバンギャルドなスタイルで街に繰り出すファッション好きの皆様

 人とは違うアイテムでエネルギッシュな日々を楽しむ皆様

 好奇心に満ちた、宇宙、SFファンの皆様


