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OEMも承っています

ecoカレンダー仲間入りしました

100冊からつくれます

サイズ : W130×H15 mm

サイズ : W100×H10 mm

サイズ : W100×H10 mm

名入れ範囲

名入れ範囲

卓上カレンダー クラフト（紙ケース）
フレーム・本文共に再生紙を使用しています。
クラフトを使ったシンプルなデザインで、幅広い年代に使えます。

卓上カレンダー（紙ケース）
シンプルなデザインがいいけど、可愛さも欲しい！
フレームも全て紙でできた、大人可愛いエコカレンダーです。

再生紙・環境にやさしいecoリングを使用しており、
エコにこだわった卓上カレンダーです。

W180×H125 mm ( 本文 )、W180×H150×D70 mm (台紙 )
サイズ

再生上質紙 <135 >、12 枚
古紙配合率 70%

本文

エースボール 400g /㎡
古紙配合率 100%

台紙

箔押し(黒、金、銀、赤、青、緑)
名入れ

ecoリング製本 (5 個 ×2、黒色 )
製本

製品仕様

名入れ範囲

NEW

NEW

W150×H115 mm ( 本文 )、W155×H119×D90 mm (ケース )
サイズ

箔押し(黒、金、銀、赤、青、緑)
名入れ

上質 <110>、6 枚
本文

NewDV310g / ㎡
ケース

製品仕様

W150×H115 mm ( 本文 )、W155×H119×D90 mm (ケース )
サイズ

箔押し(黒、金、銀、赤、青、緑)
名入れ

再生上質紙 <110 >、6 枚
古紙配合率 70%

本文

エースボール 310g /㎡
古紙配合率 100%

ケース

製品仕様

エコ
アイテム

エコ
アイテム

エコ
アイテム

卓上カレンダー（エコ・ecoリング）
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サイズ : W55×H15 mm

サイズ : W55×H15 mm

サイズ : W130×H15 mm

名入れ範囲

名入れ範囲

名入れ範囲

サイズ : W130×H15 mm

サイズ : W130×H15 mm

名入れ範囲

名入れ範囲

オプションでふせんを
付属できます

オプションでふせんを
付属できます

卓上カレンダー（大・Wリング）
定番の卓上タイプになります。
罫線が入っているので書きやすいです。

W180×H125 mm ( 本文 )、W180×H150×D70 mm (台紙 )
サイズ

上質 <135>、12 枚
本文

両面特黒ボール 400g /㎡
台紙

箔押し(金、銀、赤、青、緑)
名入れ

Wリング製本 (5 個 ×2、黒色 )
製本

製品仕様

卓上カレンダー（大・ecoリング）
本文は卓上カレンダー (大・Wリング) と同じになります。

環境にやさしいecoリングを使用しています。

W180×H125 mm ( 本文 )、W180×H150×D70 mm (台紙 )
サイズ

上質 <135>、12 枚
本文

両面特黒ボール 400g/㎡
台紙

箔押し(金、銀、赤、青、緑)
名入れ

ecoリング製本 (5 個 ×2、黒色 )
製本

製品仕様

卓上カレンダー（MiniMini・シンプル）
毎年人気の卓上カレンダー (MiniMini) の
シンプルバージョンが新しく登場しました。
サロンの受付などおしゃれな空間にも最適です。

W65×H55 mm ( 本文 )、W65×H85×D50 mm (台紙 )
サイズ

上質 <135 >、12 枚
本文

エースボール 400g /㎡
古紙配合率 100%

台紙

箔押し(黒、金、銀、赤、青、緑)
名入れ

Wリング製本 (5 個、白色 )
製本

製品仕様

卓上カレンダー（MiniMini ）

卓上カレンダー（MiniMini Wide）
「デスクトップ PC の画面下に置きたい」という声から始まり、
MiniMiniWide のサイズもご用意しました。
コンパクトサイズで見た目もスッキリ！

W210×H55 mm ( 本文 )、 W210×H85×D50 mm (台紙 )
サイズ

上質 <135>、12 枚
本文

両面特黒ボール 350g /㎡
台紙

箔押し(金、銀、赤、青、緑)
名入れ

Wリング製本 (4 個 ×2、黒色 )
製本

製品仕様

とても小さくてどこにでも置けるMiniMini。
受付カウンターやお手洗いなどちょっとした棚に置くのに最適です。

W60×H55 mm ( 本文 )、W65×H85×D50 mm (台紙 )
サイズ

上質 <135>、12 枚
本文

両面特黒ボール 400g /㎡
台紙

箔押し(金、銀、赤、青、緑)
名入れ

Wリング製本 (5 個、黒色 )
製本

製品仕様

売れてます！

売れてます！

売れてます！

NEW

エコ
アイテム
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サイズ : W55×H10 mm

サイズ : W260×H25 mm

名入れ範囲

名入れ範囲

サイズ : W130×H15 mm

名入れ範囲

サイズ : W75×H15 mm

名入れ範囲

サイズ : W100×H15 mm

サイズ : W100×H15 mm

名入れ範囲

名入れ範囲

売れてます！

売れてます！

売れてます！

卓上カレンダー（小・一般柄）
シンプルな卓上カレンダーです。

W140×H100 mm( 表紙・本文 )、W150×H125×D60 mm(台紙 )
サイズ

箔押し(黒、金、銀、赤、青、緑)
名入れ

マットコート <135>、1枚
表紙

上質 <135>、12 枚
本文

NewDV400g / ㎡
台紙

プラリング製本 (1個 ×2、白色 )
製本

卓上カレンダー（干支型）
干支のキャラクターがかわいい
ミニサイズの卓上カレンダーです。

製品仕様

卓上カレンダー（小・ちょきんぎょ柄）
人気のちょきんぎょ柄です。

W140×H100 mm( 表紙・本文 )、W150×H125×D60 mm(台紙 )
サイズ

箔押し(黒、金、銀、赤、青、緑)
名入れ

マットコート <135>、1枚
表紙

上質 <135>、12 枚
本文

NewDV400g / ㎡
台紙

プラリング製本 (1個 ×2、白色 )
製本

製品仕様

W83×H59 mm( 本文 )、W149×H110×D60 mm(台紙 )
サイズ

箔押し(黒、金、銀、赤、青、緑)
名入れ

上質 <110>、12 枚
本文

NewDV400g / ㎡
台紙

プラリング製本 (1個 ×2、白色 )
製本

製品仕様

卓上カレンダー（3ヶ月・Wリング）
3ヶ月分のカレンダーを１度に確認できるので、
スケジュールをたてる際にとても便利です。

W90×H165 mm( 本文 )、W90×H190×D60 mm(台紙 )
サイズ

上質 <135>、12 枚
本文

両面特黒ボール 400g / ㎡
台紙

箔押し(金、銀、赤、青、緑)
名入れ

Wリング製本 (8 個、黒色 )
製本

製品仕様

書き込みスペースが広く、目に付く場所に掛けられ
スケジュールが確認しやすいです。

W297×H420 mm
サイズ

上質 <70>、12 枚
本文

紙ヘッダー製本 ( 穴 8φ)
製本

印刷 ( 黒 )
名入れ

上質 <70>、1枚
表紙

製品仕様

手元でカレンダーが確認できてとても便利です。
罫線が入っているので書き込みもしやすいです。

 W180×H125 mm( 本文 )、W180×H150 mm(台紙 )
サイズ

上質 <135>、12 枚
本文

両面特黒ボール 400g / ㎡
台紙

箔押し(金、銀、赤、青、緑)
名入れ

天糊製本
製本

製品仕様

壁掛けカレンダー（A3 タテ）

マウスパッドカレンダー

エコ
アイテム

エコ
アイテム
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お問合せ


