
材質：PS

原産国：CHN

6、カレンダーケース（四角型小）

印刷物サイズ：116*116 名入れスペース：114*12

外寸：122*125*8 内寸：118*118*4

梱包：200

製造工場：A 原産国：CHN

4、カレンダーケース（パノラマ型）ライト

印刷物サイズ：174*98

外寸：102.5*182*7.6 内寸：100*176*4.2

材質：PS 材質：PS

5、カレンダーケース（FD1Pケース）

印刷物サイズ：89*93.5 名入れスペース：87*8

外寸：98*97*8.5 内寸：94*91*5

梱包：300

製造工場：A 原産国：CHN

梱包：200

製造工場：A

梱包：200

製造工場：A 原産国：CHN

梱包：200

製造工場：A 原産国：CHN製造工場：A 原産国：CHN

材質：PS 材質：PS 材質：PS

1、カレンダーケース（ＣＤ型）

外寸：133*137*7.6 内寸：129.5*130.5*3.9

印刷物サイズ：118*136

外寸：142*126*9.2

梱包：200

名入れスペース：117*10

内寸：138*119*5.2

2、カレンダーケース（薄型）

印刷物サイズ：129*128 名入れスペース：127*12

3、カレンダーケース（ハガキ型）ライト

印刷物サイズ：148.5*100 名入れスペース：143*13

外寸：105*156*8 内寸：101*151*5

名入れスペース：172*13

128ｍｍ

129ｍｍ

名入れスペース　127ｍｍ×12ｍｍ

100mm

148.5mm

名入れスペース　143mm×13mm

118ｍｍ

136ｍｍ

名入れスペース　117mm×10ｍｍ

174mm

98mm

名入れスペース　172mm×13mm

93.5ｍｍ

89ｍｍ

名入れスペース　87ｍｍ×8ｍｍ

116ｍｍ

116ｍｍ

名入れスペース　114ｍｍ×12ｍｍ

卓上カレンダーケース印刷物推奨サイズ一覧①



材質：PS 材質：PS 材質：PS

材質：PS 材質：PS 材質：PS

7、カレンダーケース（Ａ５） 8、カレンダーケース（パノラマＬサイズ） 9、カレンダーケース（CD型）タイプ2

印刷物サイズ：209*147 名入れスペース：185*23 印刷物サイズ：184*107 名入れスペース：165*23 印刷物サイズ：118*136 名入れスペース：116*9

内寸：137*119*5

梱包：100 梱包：200 梱包：200

外寸：154*217*10.5 内寸：149*210*6.5 外寸：110*190*8 内寸：108*185*4 外寸：142*126*9.2

原産国：CHN

10、カレンダーケース（ＦＤ１Ｐケース）タイプ2 11、カレンダーケース（A6） 12、カレンダーケース（ハガキ型）ライトタイプ2

製造工場：B 原産国：CHN 製造工場：B 原産国：CHN 製造工場：B

梱包：400 梱包：200 梱包：200

名入れスペース：148*8

外寸：98*96*8.5 内寸：94*89*4 外寸：153*114*10 内寸：148.5*108*6.5 外寸：105*158*9 内寸：103*153*5

印刷物サイズ：89*93.5 名入れスペース：87*8 印刷物サイズ：105*148 名入れスペース：103*8 印刷物サイズ：150*100

製造工場：B 原産国：CHN 製造工場：B 原産国：CHN 製造工場：B 原産国：CHN

147ｍｍ

209ｍｍ

名入れスペース　185ｍｍ×23ｍｍ

107ｍｍ

184ｍｍ

名入れスペース　165ｍｍ×23ｍｍ

136ｍｍ

118ｍｍ

名入れスペース　116mm×9ｍｍ

93.5ｍｍ

89ｍｍ

名入れスペース　87ｍｍ×8ｍｍ

148ｍｍ

105ｍｍ

名入れスペース　103ｍｍ×8ｍｍ

100ｍｍ

150ｍｍ

名入れスペース　148ｍｍ×8ｍｍ

卓上カレンダーケース印刷物推奨サイズ一覧②



材質：PS 材質：PS 材質：PS

13、カレンダーケース（薄型）折りたたみスタンド 14、カレンダーケース（ＡＹ型） 15、カレンダーケース（パノラマ型）

梱包：200 梱包：200 梱包：200

名入れスペース：172*13

外寸：133*139*7.6 内寸：130.5*130*3.5 外寸：148*126*8.7 内寸：143.5*120*4.8 外寸：103*182*7.6 内寸：100*175*3.9

印刷物サイズ：129*128 名入れスペース：120*15 印刷物サイズ： 119*141 名入れスペース：117*13 印刷物サイズ：174*98

16、カレンダーケース（ハガキ型） 17、カレンダーケース（縦型） 18、カレンダーケース（ＭＤ１Ｐケース）

製造工場：C 原産国：JPN 製造工場：C 原産国：JPN 製造工場：C 原産国：JPN

名入れスペース：72*8.5

外寸：105*156*8 内寸：101*151*3.8 外寸：132*100*8.5 内寸：128*93.5*5.3 外寸：72*80*8.4 内寸：69*75*5.6ｍｍ

印刷物サイズ：148.5*100 名入れスペース：143*13 印刷物サイズ：92*127 名入れスペース：90*8 印刷物サイズ：74*68

材質：PS

製造工場：C 原産国：JPN 製造工場：C 原産国：JPN 製造工場：C 原産国：JPN

梱包：200 梱包：200 材質：PS 梱包：500材質：PS

129ｍｍ

128ｍｍ

名入れスペース　120ｍｍ×15ｍｍ

119ｍｍ

141ｍｍ

名入れスペース　117mm×13mm

98ｍｍ

174ｍｍ

名入れスペース　172ｍｍ×13ｍｍ

148.5ｍｍ

100ｍｍ

名入れスペース　143ｍｍ×13ｍｍ

92ｍｍ

127ｍｍ

名入れスペース　90mm×8mm

74ｍｍ

68ｍｍ

名入れスペース　72mm×8.5mm

卓上カレンダーケース印刷物推奨サイズ一覧③



19、カレンダーケース（ワイド型） 20、マルチ卓上カレンダーケース（TS-701） 21、リバーシブル卓上カレンダーケース（TS-730C）

名入れスペース：無し

外寸：119.5*217*7.6 内寸：116*212.5*3.6 外寸：137*158*7+スタンド 内寸：125*150*4 外寸：185*159*7 内寸：-

印刷物サイズ：210*113 名入れスペース：無し 印刷物サイズ：148*125 名入れスペース：140*12 印刷物サイズ：148*125

22、ダブル卓上カレンダーケース（TS-170C） 23、DMサイズカレンダーケース（TS-521C） 24、CDサイズカレンダーケース（TS-651C）

材質：PS

製造工場：C 原産国：JPN 製造工場：D 原産国：JPN 製造工場：D 原産国：JPN

梱包：200 材質：PS 梱包：100 材質：PS 梱包：100

名入れスペース：無し

外寸：158*196*7 内寸：- 外寸：102*154*7 内寸：- 外寸：140*121*6 内寸：-

印刷物サイズ：180*140 名入れスペース：146*12 印刷物サイズ：150*99 名入れスペース：無し 印刷物サイズ： 117*137

材質：PP

製造工場：D 原産国：JPN 製造工場：D 原産国：JPN 製造工場：D 原産国：JPN

梱包：100 材質：PS 梱包：200 材質：PP 梱包：200

99ｍｍ

150ｍｍ

113ｍｍ

210ｍｍ

125ｍｍ

148ｍｍ

名入れスペース　140ｍｍ×12ｍｍ

125ｍｍ

148ｍｍ

140ｍｍ

180ｍｍ

ヘッダースペース　146ｍｍ×12ｍｍ

名入れスペース　146ｍｍ×12ｍｍ

137ｍｍ

117ｍｍ

卓上カレンダーケース印刷物推奨サイズ一覧④



25、ＦＤサイズカレンダーケース（TS-350C） 26、パノラマサイズカレンダーケース（TS-450C） 27、３ｗａｙマルチカレンダーケース（TS-821C）

名入れスペース：無し

外寸：97*93*7 内寸：- 外寸：102*208*5 内寸：- 外寸：128*152*6 内寸：-

印刷物サイズ：89*94 名入れスペース：無し 印刷物サイズ：205*100 名入れスペース：無し 印刷物サイズ：148*125

28、Ｂ６サイズカレンダーケース（TS-050C） 29、Ａ５サイズカレンダーケース（TS-1200C） 30、リサイクルカレンダーCDタイプ（TS-950C）

材質：PP

製造工場：D 原産国：JPN 製造工場：D 原産国：JPN 製造工場：D 原産国：JPN

梱包：400 材質：PP 梱包：200 材質：PP 梱包：200

名入れスペース：自由

外寸：132*185*6 内寸：- 外寸：151*214*6 内寸：- 外寸：140*121*6 内寸：-

印刷物サイズ：182*128 名入れスペース：無し 印刷物サイズ：210*148 名入れスペース：無し 印刷物サイズ： 117*137

材質：PP

製造工場：D 原産国：JPN 製造工場：D 原産国：JPN 製造工場：D 原産国：JPN

梱包：200 材質：PP 梱包：200 材質：PP 梱包：200

128ｍｍ

182ｍｍ

148ｍｍ

210ｍｍ

137ｍｍ

117ｍｍ

125ｍｍ

148ｍｍ

100ｍｍ

205ｍｍ

94ｍｍ

89ｍｍ

卓上カレンダーケース印刷物推奨サイズ一覧⑤



材質：アストル紙36kg 材質：バイオマスPET 材質：バイオマスPET

31、マジカルエコカレンダーケース（TS-1100C） 32、カレンダーケース（バイオマスPET）１１８＊１１８ 33、カレンダーケース（バイオマスＰＥＴ）ハガキサイズ横型

梱包：400 梱包：400 梱包：400

名入れスペース：自由

外寸：160*184*5 内寸：- 外寸：120*120*5 内寸：119*119*4 外寸：106*151*5 内寸：105*150*4

印刷物サイズ：183*129 名入れスペース：無し 印刷物サイズ： 118*118 名入れスペース：自由 印刷物サイズ：148*105

製造工場：D 原産国：JPN 製造工場：E 原産国：JPN 製造工場：E 原産国：JPN

34、カレンダーケース（バイオマスPET）ハガキサイズ縦型 35、カレンダーケース（PET）ＣＤ型 36、カレンダーケース（バイオマスPET）マルチサイズ

名入れスペース：自由

外寸：151*103*5 内寸：150*102*4 外寸：138*120*5 内寸：137*119*4 外寸：127*151*5 内寸：126*150*4ｍｍ

印刷物サイズ：100*150 名入れスペース：自由 印刷物サイズ：118*136 名入れスペース：自由 印刷物サイズ：148*125

材質：バイオマスPET

製造工場：E 原産国：JPN 製造工場：E 原産国：JPN 製造工場：E 原産国：JPN

梱包：400 梱包：200 材質：PET 梱包：400材質：バイオマスPET

118ｍｍ

118ｍｍ

150ｍｍ

100ｍｍ

105ｍｍ

148ｍｍ

136ｍｍ

118ｍｍ

125ｍｍ

148ｍｍ

129ｍｍ

183ｍｍ

108ｍｍ

148ｍｍ

卓上カレンダーケース印刷物推奨サイズ一覧⑥



37、カレンダーケース（バイオマスPET）１２８＊１２８ 38、カレンダーケース（バイオマスPET）パノラマ型 39、カレンダーケース（バイオマスPET）B6サイズ

外寸：130*131*5 内寸：129*130*4 外寸：98*178*5 内寸：98*175*4 外寸：130*182*5

印刷物サイズ：128*128 名入れスペース：自由 印刷物サイズ：174*98 名入れスペース：自由 印刷物サイズ：180*129

40、カレンダーケース（バイオマスPET）ワイド型 41、カレンダーケース（バイオマスPET）Ａ５サイズ

製造工場：E 原産国：JPN 製造工場：E 原産国：JPN 製造工場：E

梱包：200 材質：バイオマスPET 梱包：400 材質：バイオマスPET 梱包：400

外寸：113.5*212*5 内寸：113*211*4 外寸：149*212*5 内寸：148*211*4

印刷物サイズ：210*113 名入れスペース：自由 印刷物サイズ：210*148 名入れスペース：自由

製造工場：E 原産国：JPN 製造工場：E 原産国：JPN

梱包：400 材質：バイオマスPET 梱包：400 材質：バイオマスPET

内寸：129*181*4

名入れスペース：自由

原産国：JPN

材質：バイオマスPET

210ｍｍ

148ｍｍ

113mm

210ｍｍ

129ｍｍ

180ｍｍ

98ｍｍ

174ｍｍ

42、カレンダーケース（PP）名刺サイズ

名入れスペース：自由

外寸：65*94*6 内寸：55*92*2.8

印刷物サイズ： 91*55

材質：PP

製造工場：F 原産国：CHN

梱包：500

91ｍｍ

55ｍｍ

128ｍｍ

128ｍｍ

卓上カレンダーケース印刷物推奨サイズ一覧⑦



43、カレンダーケース（PP）１２８＊１２８ 44、カレンダーケース（PS）B6サイズ

外寸：132*133*6 内寸：129*129*2.2 外寸：131.7*186.5*7.8 内寸：128.5*182.5*4.2

印刷物サイズ：128*128 名入れスペース：自由 印刷物サイズ：182*128 名入れスペース：自由

製造工場：F 原産国：CHN 製造工場：F 原産国：JPN

梱包：200 材質：PP 梱包：200 材質：PS

128ｍｍ

128ｍｍ 128ｍｍ

182ｍｍ

45、カレンダーケース（バイオマスPET）Fibo184

印刷物サイズ：184*114 名入れスペース：自由

外寸：184.8*114.4*4.8 内寸：184*114*4

梱包：400 材質：バイオマスPET

原産国：JPN製造工場：E

184ｍｍ

114ｍｍ

46、DMサイズカレンダーケース紙プラ（TS-570C）

印刷物サイズ：150*99

外寸：156*103*7.5

梱包：200

原産国：JPN製造工場：D

名入れスペース：自由

内寸：-

材質：紙プラ

47、B6サイズカレンダーケース紙プラ（TS-070C）

印刷物サイズ：182*128

外寸：185*132*7.5

梱包：200

原産国：JPN製造工場：D

名入れスペース：自由

内寸：-

材質：紙プラ

128ｍｍ

182ｍｍ

99ｍｍ

150ｍｍ

卓上カレンダーケース印刷物推奨サイズ一覧⑧


