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ストーリー

STORY

報技術がどれほど役にたち、使いや
すくなったといっても、手書きのノート
なしの生活は想像しにくい。

Despite our much loved technical aids, can we imagine life
without handwritten notes?

きれいな紙をいつもたくさん持ってい
たい人が多い。負担にならない、失
くすこともない。新しいプロジェクトに
取り組んだ時に、簡単にかたつけら
れる紙。

We‘d prefer to have a stack of
paper with us all the time.

書き留めたノートをいつでも本棚から
下ろして、ページをめくって、すでに
忘れてしまった考えをもう一度繰り返
すことができる。
アイデアの発達はいつまでも保存さ
れ、削除されることがない。自分の手
で握っているから。
こうなるはずだ。こうなって欲しい。日
々のニーズから、ホワイトブックは生
まれた。
当たり前に挑戦してみた。変えられな
いことを、越えた。工夫したのは、簡単
なシステモだ。入れ替えられる、それ
ぞれのとじにフィットする手帳。
手帳を入れ替えても、そのとじが取ら
れず、順番に保管できる。アーカイブ・
ボックスに入れたままか、本棚で並べ
たままで。

Paper we can make disappear
immediately when we need
to have a clear head for other
things. At any time we can take
these notes from the shelf, turn
back the pages and rediscover
original ideas, perhaps already
forgotten.
The flow of ideas will never be
lost again. We have them in our
own hands.
That is how it should be. That
is how we wanted it to be. That
is how the story of Whitebook
began.
We questioned the obvious
and ignored the seemingly
unchangeable. We found a
simple solution: interchangeable
notebooks fixed in a personal
binding.
When the notebooks are changed, the binding stays intact,
the chronological order remains.
All your personal notes, stacked
or on a bookshelf, are always
ready to hand.
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テーラードのノートブック
あなたの希望を満たすために作られ
た、個人的なノートブック。ホワイトブッ
クは最新のテクノロジーを昔ながらの
手書きに結びつける。革新と伝統の独
自によるフレッシュなデザインだ。
あなたのノート、発想やインスピレーシ
ョンの全てを抱えるにぴったりのホワ
イトブック。（iPadまたはテーブレットも
装備可能）
- 野心的でスタイリッシュ
- プロジェクト・マネジメントに
適切
- 紙の様々な種類を自由に選択
できる
- 各ページにミシン目がある
- カード用の出し入れやポケット
付き
- ペンの大きさに合わせられる柔軟な
ペンホルダー
- iPad、Kindleやテーブレットなどの最
新テクノロジーとフィットする
- 使用済みのノート用のアーカイブ
ボックス
- 変わる希望に適応でき
スイス国内では、以下のお店がホワイ
トブックを扱っている：
- Landolt-Arbenz（チューリヒ）
- Brachard&Cie, （ジュネーブ）
- Globus （チューリヒ、バーゼル、ベル
ン、ローザンヌ、ジュネーブ）
世界各国：
- Amazon.de .uk .it .fr .es . com
- Amazon.jp
- whitebook.com

TAILORED NOTEBOOKS
Made-to-measure notebooks,
designed to satisfy individual
needs. Whitebook combines
traditional handwriting with energy aimed at the future, with a
design that flirts with tradition
yet remains unorthodox.
Whitebook - created to store all
your notes, thoughts and inspirations (and also your i-Pad).
- ambitious and stylish
- perfect for project
orientated workstyles
- a selection of types of paper
- all pages are perforated for
easy removal
- compartments and pockets
for all kinds of cards
- adjustable holder for pens
and pencils of different sizes
- can be combined with new
technologies such as the iPad
and Kindle
- archive box for home / office
- adaptable for changing
demands
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知っておきたいこと
どのホワイトブックも、ハンドメイドのオ
リジナル商品
だ。公平な雇用条件のもとで、精神か
身体にハンディキャップを持つ人々に
よって、スイスで作られて
いる。
ホワイトブックはハンディキャップを持
つ人々の職場や社会への参加に大
切な貢献をしている。
ホワイトブックの作成には、FSCエコラ
ベルの紙しか使われていない。
革は厳格な環境保護基準に基づい
て作られたものだ。原産国はイタリア、
フランス、スペイン、ポルトガル、ドイ
ツ、スイス。

GOOD TO KNOW.
Each Whitebook is a handmade
original: made in Switzerland
under fair working conditions,
by people who are physically or
mentally challenged.
Whitebook Tailored Notebooks
make a valuable contribution to
the integration of people with
an impairment, in the workplace
and in society.
FSC-certified paper is used
exclusively in the production of
Whitebook.
The leather used is prepared
according to strict environmental protection criteria.
Origins: Italy, France, Spain,
Protugal, Germany, Switzerland.

Whitebook is available
in Switzerland:
- Landolt-Arbenz, Zurich
- Brachard&Cie, Genève
- Globus à Zurich, Glatt, Bâle,
Berne, Lausanne, Genève
Worldwide:
- Amazon.de .uk .it .fr .es .com
- Amazon.jp
- whitebook.com

whitebook.com
tailor@whitebook.com
© 2014 All rights reserved –
Patent pending – designed
and made in Switzerland.
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WHITEBOOK - THE SYSTEM

ホワイトブックのカバー
- プレミアム：高品質のナッパ
レザー、カバーの端っこに
縫い目
- オート・クチュール：高級のデザイナ
ー・ファブリック
- ファッション： 優良の布地、
アーティスティックな模様
- スタンダード：ハイクオリ
ティーのレザー、エッジは
カットオフ
扱っているサイズ：
- Whitebook L:
25 x 20 cm (iPadに適切)
- Whitebook SL:
25 x 18 cm (iPad Air等)
- Whitebook ML
21 x 14.5 cm (iPad Mini等)
- Whitebook Medium:
19 x 13.5 cm (Kindle 3G等)
- Whitebook Small:
14 x 10.5 cm
特徴（全てのサイズ）
- シルクのブックマークは二つ
- スイス・クゥオリティーの
ライクラバンド
- カバーはノート用のポケット付き
- タイプによって、三つまでの
名刺・メモリ用の出し入れ付き
- ペンの各タイプに適応する、柔軟な
ペンホルダー
- 入れ替えられるモジュール式の手帳
- 裏のカバーは４つのエッジ・バンドが
整っており、ITデバイスが装備で
きる。
- テーブレット・コンピューターを装
備可：
iPad, iPad Air, iPad Mini Galaxy Tab
8“, 10.1“またはKindleなど

ホワイトブックのノート
- Victor: 罫紙 (横)
- Ursula: 罫紙 (横)、左右に縦の
線付き
- Ludwig: 格子縞の紙
- Donato: 普通紙
- Martine: 格子縞の紙、練習用
特徴（全てのサイズ）:
- カバー：ロゴの刻印、内川は
カラー
- 60 ページ (Smallは64ページ)
- 各ページはミシン目付きで、取り
外せる
- エッジを丸くカット
- 中性紙、FSC
WHITEBOOK PLANER 2014
- 2014 / 2015年の一覧
- 毎月の一覧
- 毎週の一覧
- 祝日：イギリス、スイス、ドイツ、オー
ストリア、スエーデン、フランス、イタ
リア、スペイン、アメリカ、ブラジル、
ロシア
WHITEBOOK アーカイブボックス
- 様々な用途をもったアーカイブ・ボ
ックス
- サイズは５つのタイプ
WHITEBOOK.COM
リフィル・ノートのオンラインショップ

WHITEBOOK COVER
- Premium: top quality nappa
leather, welt-sewn
- Haute Couture: exclusive
designer fabrics
- Fashion: premium fabric,
with artistic prints
- Standard: genuine quality
leather, cut corners
Available sizes:
- Whitebook L:
25 x 20 cm (fits iPad)
- Whitebook SL:
25 x 18 cm (fits iPad Air, etc.)
- Whitebook ML
21 x 14.5 cm (fits iPad Mini, etc.)
- Whitebook Medium:
19 x 13.5 cm (fits Kindle 3G, etc.)
- Whitebook Small:
14 x 10.5 cm
Features (all sizes):
- two satin bookmarks
- Swiss quality elastic closure
- pocket for loose notes in
front cover
- up to 3 invisible card holders
(for business / SD memory /
address card)
- pen holder, fits different sizes
- refillable, modular content
- back cover with 4 elastic
corner straps
- Whitebook accommodates
tablet computers, ie.
iPad, iPad Air, iPad Mini
Galaxy Tab 8“, 10.1“ or
Kindles

WHITEBOOK CAHIERS
- Victor: ruled/lined paper
- Ursula: ruled/lined paper
w. vertical line
- Ludwig: squared paper
- Martine: squared paper/
exercise book
- Donato: plain paper
Features (all sizes):
- cover: logo embossed,
inside color
- 60 pages
- all detachable (invisible
micro perforation)
- rounded corners,
- acid free paper, FSC
- Keep your flow-page
WHITEBOOK PLANNER 2014
- Overview 2014 / 2015
- Monthly planner
- Weekly planner
- Official holidays in United
Kingdom, Switzerland,
Germany, Austria, Sweden,
France, Italy, Spain,
United States, Brazil, Russia
WHITEBOOK ARCHIVING BOX
- multiple use archiving box
- 5 sizes available
WHITEBOOK.COM
Online shop for refills

jp/e
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ホワイトブックのシステム

