
新商品のご案内

8月下旬より発売開始
ご注文締切7月1日

貴社名

様

※条件、ご不明点等は担当までお問合せ下さい。

WTR-54 となりのトトロ 個

WMR-19 魔女の宅急便 個

2022年　スタジオジブリスケジュール帳

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スタジオジブリのスケジュール帳。

2022年版全2種類。

2021年10月から2023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

●方眼メモ

●月間スケジュール

●パーソナルメモ

●アドレス帳

●週間スケジュール

●横罫メモ

●年表

●切り取りメモ

別紙ご注文書も
ご利用いただけます

本体価格：1980円（税抜価格：1800円）

サイズ：A6サイズ、160×110×10mm

128ページ
※画像はとなりのトトロのものです

となりのトトロ 魔女の宅急便



新商品のご案内

※条件、ご不明点等は担当までお問合せ下さい。

品番

千と千尋の神隠し（大判）

ご注文数

個

ご注文数

となりのトトロ（大判）

様

貴社名
8月下旬より発売開始
ご注文締切7月1日

個

OMR-06 魔女の宅急便（大判） 個 OLR-03 天空の城 ラピュタ（大判） 個

2022年　スタジオジブリスケジュール帳（大判）

OTR-06 OCR-01

品番 タイトル タイトル

※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。

2021年10月から2023年1月までお使いいただけます。

●中扉 ●年表

●横罫メモ

※画像はとなりのトトロのものです●パーソナルメモ

●アドレス帳●罫無しメモ

●年間スケジュール

●切り取りメモ

別紙ご注文書も
ご利用いただけます

本体価格：1980円(税抜価格：1800円）

サイズ：A5サイズ、215×150×8mm

80ページ

となりのトトロ 天空の城ラピュタ魔女の宅急便 千と千尋の神隠し

●月間スケジュール



新商品のご案内

個

2022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

EKM-02 鬼滅の刃 個

個

EDF-16 ワンピース 個 個

NDP-09 夏目友人帳 個

8月下旬より発売開始
ご注文締切7月1日

貴社名

様

※条件、ご不明点等は担当までお問合せ下さい。

個 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。

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。

2021年から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
188×135×6mm

1760円（税抜価格1600円）
188×135×6mm

1760円（税抜価格1600円）

夏目友人帳
194×135×8mm

1760円（税抜価格1600円）

鬼滅の刃

●B6サイズ

【仕様】

・2022/2023年カレンダー ・2022年年間スケジュール

・月間スケジュール ・有罫メモ 無罫メモ

・アドレス帳 ・切り取りメモ ・路線図

●B6サイズ
【仕様】

・2022/2023年カレンダー

・2022年年間スケジュール

・月間スケジュール・有罫メモ 無罫メモ

・アドレス帳・パーソナルメモ

商品本文

商品本文

・月間カレンダー ・無罫メモ

・月間スケジュール ・有罫メモ ・無罫メモ

※画像は鬼滅の刃のものです



新商品のご案内

個OHC-06 はらぺこあおむし（大判） 個 SHR-02 スケジュールシール　はらぺこあおむし②

2022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 個

※条件、ご不明点等は担当までお問合せ下さい。

8月下旬より発売開始
ご注文締切7月1日

貴社名

様

スケジュールダイアリーバンド　はらぺこあおむし

スケジュールシール　はらぺこあおむし①

個

個

BHR-01

MHC-04 SHR-01

※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2022年版
スケジュール帳が今年も登場です！サイズは2種類。
アクセサリーでさらに可愛く。

はらぺこあおむし（大判）

別紙ご注文書も
ご利用いただけます

はらぺこあおむし

●年間スケジュール
●月間スケジュール
●横罫メモ
●罫無しメモ
●切り取りメモ（方眼・横罫）
●遊べる切り取りメモ
（ぬりえ・ごっこ遊び）
●パスワードメモ
●年齢早見表
●アドレス
●パーソナルメモ

【本文内容】

●別売りアクセサリー

スケジュール
シール①
170×70mm
1枚
330円（税抜価格300円）

スケジュール
シール②
170×70mm
1枚
330円（税抜価格300円）

スケジュール
ダイアリーバンド
A6～A4対応
1100円（税抜価格1000円）

190×135×8mm
1980円（税抜価格1800円）

215×150×8mm
1980円（税抜価格1800円）



新商品のご案内

SLR-04 スケジュールシール 天空の城ラピュタ 個 BCR-01 スケジュールダイアリーバンド 千と千尋の神隠し

SMR-05 スケジュールシール 魔女の宅急便 個 BMR-02 スケジュールダイアリーバンド 魔女の宅急便

スケジュールシール 千と千尋の神隠し 個

個スケジュールシール となりのトトロ

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

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

※条件、ご不明点等は担当までお問合せ下さい。

品番 品番

STR-05 BTR-02

SCR-03

8月下旬より発売開始
ご注文締切7月1日

貴社名

様

ご注文数タイトル ご注文数

※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

となりのトトロ

魔女の宅急便

千と千尋の神隠し

170×70mm
330円（税抜価格300円）

170×65×5mm
1100円（税抜価格1000円）



2022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
（税込）

本体価格
（税抜）

JAN 出荷予定日 ご注文数

EKM-02 鬼滅の刃 1760 1600 4970381476984 8月下旬 個

WTR-54 となりのトトロ 1980 1800 4970381476779 8月下旬 個

OTR-06 となりのトトロ（大判） 1980 1800 4970381476793 8月下旬 個

WMR-19 魔女の宅急便 1980 1800 4970381476786 8月下旬 個

OMR-06 魔女の宅急便（大判） 1980 1800 4970381476809 8月下旬 個

OCR-01 千と千尋の神隠し（大判） 1980 1800 4970381476823 8月下旬 個

OLR-03 天空の城 ラピュタ（大判） 1980 1800 4970381476816 8月下旬 個

MHC-04 はらぺこあおむし 1980 1800 4970381477318 8月下旬 個

OHC-06 はらぺこあおむし（大判） 1980 1800 4970381477301 8月下旬 個

EDF-16 ワンピース 1760 1600 4970381476915 8月下旬 個

NDP-09 夏目友人帳 1980 1800 4970381476922 8月下旬 個

STR-05 スケジュールシール となりのトトロ 330 300 4970381477325 8月下旬 個

SMR-05 スケジュールシール 魔女の宅急便 330 300 4970381477332 8月下旬 個

SLR-04 スケジュールシール 天空の城ラピュタ 330 300 4970381477349 8月下旬 個

SCR-03 スケジュールシール 千と千尋の神隠し 330 300 4970381477356 8月下旬 個

BTR-02 スケジュールダイアリーバンド となりのトトロ 1100 1000 4970381449995 8月下旬 個

BMR-02 スケジュールダイアリーバンド 魔女の宅急便 1100 1000 4970381450007 8月下旬 個

BCR-01 スケジュールダイアリーバンド 千と千尋の神隠し 1100 1000 4970381450014 8月下旬 個

SHR-01 スケジュールシール はらぺこあおむし① 330 300 4970381450878 8月下旬 個

SHR-02 スケジュールシール はらぺこあおむし② 330 300 4970381450885 8月下旬 個

BHR-01 スケジュールダイアリーバンド はらぺこあおむし 1100 1000 4970381450892 8月下旬 個

ご注文締切7月1日
貴店名

※条件、ご不明点等は担当までお問合せ下さい。


