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報道関係者各位 

プレスリリース 

2014 年 2 月 10 日 

バリューイノベーション株式会社 

 

バレンタインデー＆ホワイトデーシーズン共同キャンペーン 
「FabCafe Gift Campaign × abrAsus」を 3月 14 日まで渋谷にて開催 

～薄い財布 abrAsus 等を FabCafe で期間限定販売、 

レーザーカッター彫刻でオリジナル革小物を～ 

 

 

バリューイノベーション株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：南 和繁)は、株式会社

ロフトワーク (所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：諏訪光洋)の運営する FabCafe（所在

地：東京都渋谷区）と、2014 年 2 月 10 日(月)～3 月 14 日(金)の期間中、バレンタインデー

＆ホワイトデーシーズン共同キャンペーンを開催いたします。 

 

当社が企画販売する機能的なデザインで、快適なライフスタイルを提案するアパレルブランド

「abrAsus(アブラサス)」のプロダクトを、“FAB”スピリットを楽しく、おいしく、わかりやす

く伝えるデジタルものづくりカフェ「FabCafe」で展示販売します。 

期間中は、2013 年グッドデザイン賞を受賞した「薄い財布 abrAsus」を含む abrAsus プロ

ダクトのうち 6種類の販売、また SUPER CONSUMER から「ひらく PCバッグ」の展示を行

います。 

 

キャンペーン期間中、アートディレクター

千原 徹也氏(れもんらいふ)がデザインし

たキュートなオリジナルフォントをレー

ザーカッターで彫刻するサービスを

1,000 円(ワンドリンクつき)で行います。

オリジナルデザインデータを持ち込んで

彫刻することも可能です(文字量等により

料金変動)。 

また FabCafe で販売中のレザーiPhone ケースや、週に 10 時間だけオープンする「SUPER 

CLASSIC ショップ＆ギャラリー渋谷」で販売している革小物もキャンペーン対象となります。 

彫刻サービスをご利用いただいたお客様には、FabCafe オリジナルのレザータグもプレゼント、
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または製品の箱にレーザーカッター彫刻のサービスを行います。レザータグや箱にもお好きな

メッセージやデザインを刻むことができます。 

本キャンペーンは、バレンタインデー・ホワイトデーに世界に一つだけのギフトを。また、ご

自身の為のオリジナル革小物をつくれます。 

 

更に、約 2万人が登録するクリエイターポータルサイト「ロフトワークドットコム」

(http://www.loftwork.com/ )では 2 月 12 日(水)より、abrAsus プロダクトに相応しいレーザ

ーカッター彫刻デザインを募集する「おサイフに遊び心を。革財布 × 模様アートコンテスト」

を開催します。優秀作品を受賞したクリエイターには「薄い財布 abrAsus」や「小さい財布 

abrAsus」、またはロフトワークが運営する FabCafe のチケット 8,000 円分(飲食や、レーザ

ーカッターなどの工作マシン使用代として利用可能)を進呈します。 

 

 

【abrAsus プロダクト概要】 

■薄い財布 abrAsus 

ポケットに究極の快適さをもたらすために設計されて

おり、その厚さ 7mm。カード 5枚、コイン 10 枚、お

札 10 枚を入れても、厚さはわずか 13mmです。スー

ツのシルエットを崩さない快適な薄さ。2013 年グッド

デザイン賞を受賞しました。 

価格：14,800 円(税込)  

URL：http://superclassic.jp/?pid=16355432 

 

■小さい財布 abrAsus 

約 6×9cm、ほぼカードサイズの極小財布です。こんな

に小さいサイズなのに、カード・コインも入って、お札

を折らずに収納できます。世界最小の極小財布が欲しい。

そんな想いでつくった極小三つ折り財布です。 

価格：11,550 円(税込) 

URL：http://superclassic.jp/?pid=31812710  
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■小さい小銭入れ abrAsus 

「コイン」「紙幣」「キー」だけを一緒に持ち歩く、キ

ーホルダーのような財布。小銭入れをゼロベースで考え

た特別な構造です。500 円玉 1枚+100 円玉 4枚+50

円玉 1枚+10 円玉 4枚+5 円玉 1枚+1 円玉 4枚の合計

15枚、つまり 999円収納できます。キーケース部分は、

鍵をスライドさせるだけで、必要な鍵を使用できます。 

価格：5,800 円(税込) 

URL：http://superclassic.jp/?pid=51202 

 

■旅行財布 abrAsus 

慣れない外貨でもスムーズに支払い、受け取りができま

す。二つ折り財布なのに長財布のように使いやすく、財

布を開けば、お札も小銭もカードも一目瞭然。大きな「か

ぶせ」が周りの人の視界を遮り、財布の中身を覗かせま

せん。セキュリティ効果の高いつくりになっています。 

価格：9,600 円(税込) 

URL：http://superclassic.jp/?pid=40601 

 

■保存するメモ帳 abrAsus  

いつでもどんな時にでも、ぱっと思いついたアイデアを

さっとメモ。A4のコピー用紙を 3回折り、表と裏で 16

ページのメモ用紙として使用する「保存するメモ帳

abrAsus」。手書きメモはスキャンし、データで一元管

理。PCや iPhone などで、いつでもどこでもアクセス

できます。 

価格：5,800 円(税込) 

URL：http://superclassic.jp/?pid=16591184 

 

■ID ケース with 保存するメモ abrAsus 

ID ケースの裏側が「保存するメモ帳」になった、いつも身

につけておけるウェアラブル入力デバイスです。オフィス

では ID ケースとして首から掛け、外ではストラップを外し、

ポケットに入れるメモ帳に大変身します。 
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価格：6,300 円(税込) 

URL：http://superclassic.jp/?pid=22195626 

 

■ひらく PCバッグ 

バッグを開けば、その場が書斎に早変わり。ファスナーを

開くと、フタが倒れ、二等辺三角形のバッグが開いた状態

をキープします。公園のベンチでも、オフィスでも、「ペ

ン立て」みたいな感覚で使え、お気に入りのツールにすぐ

にアクセス。いつでもどこでも「いつもの環境」がすぐに

構築できます。 

価格：20,550 円(税込) 

URL：http://superclassic.jp/?pid=41001  

 

 

【キャンペーン概要】 

FabCafe Gift Campaign × abrAsus 

・期間：2月 10 日（月）～3月 14 日（金） 

・場所：FabCafe 

・住所：東京都渋谷区道玄坂 1-22-7 道玄坂ピア 1F 

・営業時間：平日 10:00～21:00、土日祝 11:00～21:00  

・概要： abrAsus プロダクトの一部販売、レーザー彫刻（別料金）、オリジナルレザータグプ

レゼントするギフトキャンペーン 

・同時開催：期間中「SUPER CLASSIC ショップ＆ギャラリー渋谷」（東京都渋谷区渋谷 1-22-3 

ルアン渋谷 3F）で革小物を購入頂いた方にお渡しするチラシを「FabCafe」へお持ちいただく

と、「FabCafe Gift Campaign × abrAsus」にご参加いただけます。 

 

【abrAsus とは】 

機能的なデザインで、快適なライフスタイルを提案するアパレルブランド。 

革小物を中心に、長年定番といわれてきたプロダクトたちにイノベーションを起こし、「10 年

後のスタンダード」となるものづくりを行っています。 

代表的なプロダクト「薄い財布 abrAsus」は、2013 年グッドデザイン賞を授賞しました。 

abrAsus プロダクトは、オンラインショップ「SUPER CLASSIC」と、週に 10 時間だけオー

プンする「SUPER CLASSIC ショップ＆ギャラリー渋谷」等で販売しています。 

『SUPER CLASSIC』 http://superclassic.jp/ 
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【FabCafe とは】 

2012 年 3 月、東京・渋谷にオープンしたデジタルものづくりカフェ。 

FabCafe は"FAB"スピリットを楽しく、おいしく、わかりやすく伝えるカフェ空間です。スペ

シャリティコーヒーと手作りスイーツ、レーザーカッターや 3Dプリンター等のデジタルファブ

リケーションツールで、新しいものづくりを楽しむ空間を提供します。また、インターネット

回線と電源を無料開放。クリエイティブなコ・ワーキングスペースとしても広くご利用いただ

けます。 

2013 年 5 月に台北店、12 月にはバルセロナ店がオープン、FabCafe のコミュニティは世界

中に拡がっています。 

 

 

【会社概要】 

会社名：バリューイノベーション株式会社 

代表者：代表取締役 南 和繁 

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-22-3 ルアン渋谷 3F 

URL：http://vik.jp 

EC サイト：http://superclassic.jp 

事業内容：アパレル雑貨の企画・製造・販売、ウェブサイトの構築・運営 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

会社名：バリューイノベーション株式会社 

担当者：南 

TEL：03-6418-9660 

Email：info@vik.jp 


