
新商品のご案内

※準高掛率商品となります。条件等につきましては、弊社担当までお問合せ下さい。

品番

天空の城ラピュタ

ご注文数

個

ご注文数

となりのトトロ

様

貴社名
8月下旬より発売開始
ご注文受付中

WMR-16 魔女の宅急便

個

個

2019年　スタジオジブリスケジュール帳

WTR-48 WLR-15

品番 タイトル タイトル

WTR-49 となりのトトロ　ネコバス 個 WCR-02 千と千尋の神隠し 個

※画像はイメージです。
※諸般の事情により、発売日・仕様等変更になる場合がございますので、予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

天空の城ラピュタ 千と千尋の神隠し

毎年ご好評頂いているスタジオジブリのスケジュール帳。

2019年版今年は昨年に引き続き全5種類。

2018年10月から2020年1月までたっぷりとお使いいただける

手帳になってます。

●中扉

●カレンダー ●横罫メモ ●路線図

●パーソナルメモ

●アドレス帳

●月間スケジュール ●罫無メモ●週間スケジュール

●切り取りメモ

魔女の宅急便

別紙ご注文書も
ご利用いただけます

ネコバスとなりのトトロ

本体価格：1800円

サイズ：160×110×10mm



新商品のご案内

8月下旬より発売開始
ご注文受付中

貴社名

様

※準高掛率商品となります。条件等につきましては、弊社担当までお問合せ下さい。

個OTR-03 となりのトトロ（大判） 個 OMR-03 魔女の宅急便（大判）

2019年　スタジオジブリスケジュール帳（大判）

品番 タイトル ご注文数 品番 タイトル ご注文数

※画像はイメージです。

※諸般の事情により、発売日・仕様等変更になる場合がございますので、予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

大きくて使いやすいスタジオジブリの大判スケジュール帳です。

2018年10月から2020年1月までお使いいただけます。

●中扉

●カレンダー ●横罫メモ ●路線図

●パーソナルメモ

●アドレス帳

●月間スケジュール ●罫無メモ●週間スケジュール

●切り取りメモ

別紙ご注文書も
ご利用いただけます

魔女の宅急便となりのトトロ

本体価格：1800円

サイズ：215×150×8mm



新商品のご案内

2019年　はらぺこあおむしスケジュール帳

品番 品番タイトル ご注文数 タイトル ご注文数

はらぺこあおむし（大判）①ドット

はらぺこあおむし

個

個

※準高掛率商品となります。条件等につきましては、弊社担当までお問合せ下さい。

8月下旬より発売開始
ご注文受付中

貴社名

様

はらぺこあおむし（大判）②ラインアート 個
OHC-01

MHC-01 OHC-02

※画像はイメージです。

※諸般の事情により、発売日・仕様等変更になる場合がございますので、予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

幅広い層に人気の絵本「はらぺこあおむし」から2019年版
スケジュール帳が新登場です！サイズは2種類。
お子さんの遊び道具にもなる切り取りメモがついた、
お母さんに嬉しい手帳です。

大判①ドット

別紙ご注文書も
ご利用いただけます

大判②ラインアートはらぺこあおむし

●月間スケジュール ●遊べる切り取りメモ

●横罫メモ ●切り取りメモ ●方眼メモ

【本体価格】
はらぺこあおむし 1700円
大判①② 1500円
【サイズ】
はらぺこあおむし 160×110×10mm
大判①② 215×150×8mm

●中扉
●カレンダー
●年間スケジュール
●週間スケジュール
●罫無しメモ
●アドレス
●路線図
●パスワードメモ
●パーソナルメモ



新商品のご案内

個

8月下旬より発売開始
ご注文受付中

貴社名

様

個

※準高掛率商品となります。条件等につきましては、弊社担当までお問合せ下さい。

NPD-06 夏目友人帳 個 SUG-01 スキウサギ 個

個

EHA-02 僕のヒーローアカデミア 個 NKN-02 ネコノヒー

EHQ-10 ハイキュー!! 個 KPN-02

EDF-13 ワンピース 個 EKS-03 星のカービィ

コウペンちゃん

2019年　キャラクタースケジュール帳

品番 タイトル ご注文数 品番 タイトル ご注文数

※画像はイメージです。
※諸般の事情により、発売日・仕様等変更になる場合がございますので、
予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

毎年ご好評頂いているキャラクタースケジュール帳です。

2018年10月から2020年1月までたっぷりとお使いいただける

手帳になってます。

別紙ご注文書も
ご利用いただけます

ワンピース ハイキュー！！ 僕のヒーローアカデミア 夏目友人帳

コウペンちゃん スキウサギネコノヒー

1600円（税別） 1800円（税別） 1400円（税別） 1800円（税別）

1200円（税別）1200円（税別）1600円（税別）

【商品サイズ】
188×135×6.5mm

星のカービィ
1600円（税別）



新商品のご案内

SCR-01

ご注文数

個スケジュールシール　となりのトトロ

スケジュールダイアリーバンド　魔女の宅急便 個

個スケジュールダイアリーバンド　となりのトトロ

個

個

個

スケジュールシール　千と千尋の神隠し

スケジュールシール　天空の城ラピュタ

スケジュールシール　魔女の宅急便

スケジュール帳アクセサリー
スケジュール帳に合わせて使えるかわいいシール達です。

タイトル

※準高掛率商品となります。条件等につきましては、弊社担当までお問合せ下さい。

品番 品番

BTR-01 SMR-02

BMR-01 SLR-02

STR-02

8月下旬より発売開始
ご注文受付中

貴社名

様

ご注文数タイトル

※諸般の事情により、発売日・仕様等変更になる場合がございますので、予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

別紙ご注文書も
ご利用いただけます

●スケジュールダイアリー
バンド

●スケジュールシール

となりのトトロ

千と千尋の神隠し

魔女の宅急便

天空の城ラピュタ

魔
女
の
宅
急
便

と
な
り
の
ト
ト
ロ

本体価格：400円
本体価格：1000円



2019年キャラクタースケジュール帳　ご注文書

品番 商品名 本体価格 JAN 出荷予定日 ご注文数

WTR-48 となりのトトロ 1800 4970381419905 ８月下旬 個

WTR-49 となりのトトロ　ネコバス 1800 4970381419912 ８月下旬 販売終了

WMR-16 魔女の宅急便 1800 4970381419929 ８月下旬 個

WLR-15 天空の城ラピュタ 1800 4970381419936 ８月下旬 個

WCR-02 千と千尋の神隠し 1800 4970381419943 ８月下旬 販売終了

OTR-03 となりのトトロ（大判） 1800 4970381419882 ８月下旬 販売終了

OMR-03 魔女の宅急便（大判） 1800 4970381419899 ８月下旬 個

MHC-01 はらぺこあおむし 1700 4970381419950 ８月下旬 個

OHC-01 はらぺこあおむし（大判）①ドット 1500 4970381419967 ８月下旬 個

OHC-02 はらぺこあおむし（大判）②ラインアート 1500 4970381419974 ８月下旬 個

EDF-13 ワンピース 1600 4970381420291 ８月下旬 個

EHQ-10 ハイキュー!! 1800 4970381420314 ８月下旬 販売終了

EHA-02 僕のヒーローアカデミア 1400 4970381420307 ８月下旬 販売終了

NPD-06 夏目友人帳 1800 4970381419875 ８月下旬 販売終了

EKS-03 星のカービィ 1600 4970381418649 ８月下旬 販売終了

KPN-02 コウペンちゃん 1600 4970381420321 9月下旬 販売終了

NKN-02 ネコノヒー 1200 4970381420338 ８月下旬 個

SUG-01 スキウサギ 1200 4970381420345 ９月下旬 個

BTR-01 スケジュールダイアリーバンド　となりのトトロ 1000 4970381315047 ８月下旬 個

BMR-01 スケジュールダイアリーバンド　魔女の宅急便 1000 4970381315054 ８月下旬 個

STR-02 スケジュールシール　となりのトトロ 400 4970381395049 ８月下旬 個

SMR-02 スケジュールシール　魔女の宅急便 400 4970381395056 ８月下旬 個

SLR-02 スケジュールシール　天空の城ラピュタ 400 4970381395063 ８月下旬 個

SCR-01 スケジュールシール　千と千尋の神隠し 400 4970381395070 ８月下旬 個

ご注文承り中
貴店名

※準高掛率商品となります。条件等につきましては、弊社担当までお問合せ下さい。


