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Mサイズ
タテ：9cm
ヨコ：9cm

ブロックメモシリーズで最大サイズ
その存在感は圧倒的
記念品におすすめ

ブロックメモのミドルサイズ
使い勝手のよいサイズ
実用性を求める方に

Lサイズ
タテ：10cm
ヨコ：10cm

ブロックメモシリーズ

1     BLOCK MEMO series

ブロックメモ
圧倒的な存在感。目を引く側面プリント！
デスクトップで長期間常に目に触れるブロックメモ。そのボリュームと目を
引く側面プリントで、訴求効果は抜群です。立方体を形作るステーショナリー
としてのユニークさ。その個性的で無機質な「紙」の立方体は、シンプルさ
が個性となって、デスクトップで静かに存在感を主張します。

商品名 ブロックメモL ブロックメモM ブロックメモS
サイズ 100×100mm 90×90mm 80×80mm

綴り枚数（高さ）

約 500枚（高さ 50mm） 約300枚（高さ30mm） 約200枚（高さ20mm）
約1000枚（高さ100mm） 約450枚（高さ45mm） 約300枚（高さ30mm）

約900枚（高さ90mm） 約400枚（高さ40mm）
約800枚（高さ80mm）

材質 メモ用紙 上質紙70kg

印刷仕様 メモ用紙 印刷無し～4色
側面 4面-1色・3面-1色・2面-1色・1面-1色(印刷はすべて1色になります)

包装形態 シュリンク包装(ダンボール梱包)
ペン立ての穴 有・無
最小ロット 500個より

4側面色鮮やかにコーポレートカラーを表現
ブロックメモの「のり綴じ面」は、柔軟性があり、
アラビア糊のような黄ばみもなく、他の側面と
同等の白色度を保持し、また、ぎらついたテカ
リのない上品なマット系の仕上がりです。糊塗
りの工程も自社工場で自社開発の治具と熟練ス
タッフにより施工しており、塗り斑の抑えられ
た高い平滑度を実現しています。このノリ綴じ
面の優れた品質によってはじめて、絵柄を限定
することなく、４側面に高品位のプリントが可
能となり、コーポレートカラーのイメージを損
なうことなく表現できます。

シルク・1色印刷



Sサイズ
タテ：8cm
ヨコ：8cm

ブロックメモの定番サイズ
コスト重視に
綴り枚数4タイプ

ブロックメモシリーズ
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Ⓡ

最先端の独自技術で
色鮮やかな側面印刷を実現

（製造特許申請）

圧倒的存在感！
写真画質 !

商品名 アートブロックメモ
綴り枚数 約800枚 約400枚
サイズ 80×80×80(H)mm 80×80×40(H)mm

材質 メモ用紙 上質紙70kg

印刷仕様 メモ用紙 印刷無し～4色
側面 4面-カラー

包装形態 シュリンク包装(ダンボール梱包)
ペン立ての穴 有・無

最小ロット メモ用紙印刷なしの場合100個より
メモ用紙印刷ありの場合300個より

アートブロックメモ
ブロックメモの側面にフルカラー写真プリント
あたかも空間を切り取ったかのようなリアルな色彩表現。誰もがなしえなかった究極の全サイ
ド面ハイクオリティフルカラープリント。その美しさに思わず引き込まれそうです。のり綴じ
面も高いプリントクオリティを保ち、すべてのサイド面に非常に美しい仕上がりを実現いたし
ました。

インクジェット・フルカラー印刷



ブロックメモシリーズ
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商品名 フセンブロックメモ
サイズ 75×75×40mm（約400枚）
材質 付箋専用紙

印刷仕様 メモ本文 印刷無し
側面 4側面インクジェット印刷

包装形態 個別シュリンク包装
最小ロット 100個より

フセンブロックメモ
4側面フルカラー印刷のアートブロックメモにフセン紙タイプ登場！
フセンブロックメモは、一般的な付箋紙とは異なる、75ミリ×75ミリ×40ミリの約400枚綴りのブロッ
ク型フセンメモ帳です。4側面全てに違うデザインを印刷することができます。あなただけのオリジナル
デザインで製作しませんか。

インクジェット・フルカラー印刷



ブロックメモシリーズ
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商品名 スーパーブロックメモ

サイズ 81×81×41mm
(メモサイズ：80×80mm)

綴り枚数 約400枚

材質 表紙 カード紙 310g/m²
本文 上質紙70kg

印刷仕様

表紙 1色～4色
メモ本文 印刷無し～4色

側面 シルク1色印刷または
フルカラーインクジェット印刷

包装形態 シュリンク包装(ダンボール梱包)
最小ロット 500個より

スーパーブロックメモ
ポップアップする！表紙付きブロックメモ！
ご好評を頂いておりますブロックメモ･アートブロックメモに、ポップアップする表紙カバーをセッ
トしたハイブリッドなブロックメモ。高精細側面プリントテクノロジーと、自社生産のポップアッ
プタイプメモのノウハウが実現したダブルインパクト。表紙ポップアップ部分の形状には汎用性の
高い半円型と四角型の二種類の既製型をご用意。無料でご利用いただけます。もちろん、デザイン
に合わせたオリジナル型にすれば魅力がさらにパワーアップします！

【半円型】 【四角型】

側面：シルク印刷

側面：インクジェット印刷

スーパーブロックメモ・スーパーフセンブロックメモの
表紙抜き型は【半円型】と【四角型】の二種類を、既製
型として無料でご利用いただけます。またオリジナルの
表紙抜き型もできます（有料）。

商品名 スーパーフセンブロックメモ

サイズ 75×75×42mm
(フセンサイズ：75×75mm)

綴り枚数 約400枚

材質 表紙 カード紙 260g/m²
本文 付箋専用紙

印刷仕様
表紙 1色～4色

メモ本文 印刷無し
側面 フルカラーインクジェット印刷

包装形態 シュリンク包装(ダンボール梱包)
最小ロット 500個より

スーパーフセンブロックメモ
ポップアップする！表紙付きフセンブロックメモ。
大好評フセンブロックメモに、ポップアップ表紙付きタイプが新登場。高付加価値フセンブロック
メモが表紙付きでさらにパワーアップ。

インクジェット・フルカラー印刷
シルク・1色印刷

インクジェット・フルカラー印刷



Lサイズ タテ：140mm
ヨコ：96mm

デスクトップで存在感を主張するカットメモ
のスタンダード。デザインが浮かび上がる様々
なカット形状が可能です。

Mサイズ
タテ：117mm
ヨコ：83mm

新たに加わったミディアムサイズのカットメ
モです。十分なボリューム感とお手頃価格を
両立しました。

Sサイズ
タテ：100mm
ヨコ：70mm

小ぶりでかわいいカットミニ。キュートなフォ
ルムを商品特性や対象者に合わせてお使いく
ださい。

タテ：90mm
ヨコ：140mm

ワイド
サイズ

ワイドタイプのカットメモで
す。広いカット面で、大きな
訴求効果が期待できます。

縦型／タテ：140mmヨコ：96mm
横型／タテ：120mmヨコ：140mm

300
シリーズ

カットメモシリーズ最大の300
シリーズ。広大なカット面で
多くの情報を載せられます。
※CUT300シリーズはストレー
トカットのみの対応となります。

カットメモシリーズ

5     CUT MEMO series

商品名 カットメモL カットメモM カットメモS カットメモ横型 カットメモ300タテ カットメモ300ヨコ

綴り枚数
100枚
150枚
200枚

100枚
150枚

100枚 100枚
150枚
200枚

300枚 300枚

サイズ 96×140mm 83×117mm 70×110mm 140×90mm 96×140mm 140×120mm
材質 上質紙70kg

印刷仕様 1色～4色
包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)

最小ロット 500冊より

カットメモ
斜めカットが目を引き、訴求力バツグン！
既にノベルティメモの代表格に。なぜか目に留まる特許製法の斜めカット。最後の1枚まで変わらぬインパクトで抜群の訴求効果を発揮します。
幾何学的なイメージのストレートカットから、個性を主張する立体カットまで、表現のアイディアは尽きません。

カットメモ：製法特許取得済み



L

S

M

300

カットメモシリーズ
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カットメモ：製法特許取得済み

商品名 スーパーカットメモL スーパーカットメモM スーパーカットメモS スーパーカットメモ300(タテ） スーパーカットメモ300(ヨコ）
綴り枚数 200枚 100枚 100枚 300枚 300枚
サイズ 99×141×21mm 86×118×11mm 70×110×11mm 98×141mm×31mm 142×121mm×31mm

材質 表紙 カード紙260g/m²
本文 上質紙70kg

印刷仕様 表紙オモテ面 1色～4色
本文 1色～4色

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 1,000冊より

スーパーカットメモ
ポップアップする！表紙付きカットメモ。
カット加工、製本加工まで全て国内自社工場一貫生産のメモ工房だからこそ可能なユニークなカットメモ。特許製法の斜めカットとポップアップするカバー
のダブルインパクトで、訴求効果抜群のハイブリッド･メモ。

CUTMEMO
CUTMEMO

CUTMEMO
スタンダートタイプのメモ帳

先端をナナメにカット

「カットメモ」とは、メモ帳の先端
を【特許製法】により、斜めにカッ
トしたユニークなメモ帳です。斜め
にカットされた先端部分には、自然
と視線が集まります。カットされた
傾斜面には、平面に印刷した内容が
表出し、デザインされたメッセージ
を強く印象付けることができます。
販売促進／ＰＲ用ノベルティに最
適です。



SSサイズ

くるみメモシリーズ

7     KURUMI MEMO series

品名 くるみメモL くるみメモM くるみメモS くるみメモSS
サイズ 105×148mm 90×124mm 90×90mm 70×105mm

綴り枚数 30枚
50枚

30枚
50枚

30枚
50枚

30枚
50枚

材質 表紙 コート紙135kg
本文 上質紙55kg

印刷仕様 表紙オモテ面 1色～4色
本文 印刷無し～4色

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 1,000冊より

くるみメモ
ノベルティのメモ帳の代表格！
手軽に使えるポケットタイプを4種類ご用意しました。
表紙・メモ紙面のデザイン次第で、ローコストでも個性的なツー
ルが作れます。

メモ帳 メモ帳

表紙

糊

表紙

Lサイズ
Mサイズ

Sサイズ

くるみ製本



くるみメモシリーズ
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商品名 型抜きメモL 型抜きメモM 型抜きメモS
サイズ 100×145mm以内 85×120mm以内 85×85mm以内

綴り枚数 30枚 30枚 30枚
50枚 50枚 50枚

材質 表紙 コート紙135kg
本文 上質紙55kg

印刷仕様 表紙 1色～4色
本文 印刷無し～4色

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 1,000冊より

型抜きメモ
女性やお子さまにも大人気！よりデザインを効果的に
表現したいときに。
ノベルティメモ帳の定番「くるみメモ」をキャラクターや商品の形に型抜き（ダイカッ
ト）することで、伝えたいイメージをダイレクトに伝え、プロモーション効果が格段
に上がります。「高インパクト」「注目度UP」など色々なニーズに対応できるメモ帳です。

天ノリしたメモ帳の天部分にノリを
付けて 1 枚の表紙でくるみこむ単純
な加工なため、コストパフォーマン
ス抜群のメモ帳です。しっかりと表
紙と糊付けしていますが、1 枚 1 枚
メモ本文は綺麗にはがすことができ
ます。綴り枚数と 4 種類のサイズの
組み合わせで、ご予算に合わせたオ
リジナルメモ帳を製作することがで
きます。

Lサイズ

Mサイズ

Sサイズ



定番メモシリーズ
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商品名 デスクメモL デスクメモM デスクメモS
サイズ 108×144㎜ 90×130mm 98×98㎜

綴り枚数
150枚
200枚

100枚
150枚

100枚
150枚
200枚

材質 表紙 カード紙310g/m²
本文 上質紙55kg

印刷仕様
表紙オモテ面 1色～4色
表紙ウラ面 印刷無し～4色

本文 印刷無し～4色
包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)

最小ロット 1,000冊より

商品名 ポップアップメモ ポップアップメモワイド

サイズ
98×99.5㎜
(本文サイズ:98×98mm)

140×91mm
(本文サイズ:140×90mm)

綴り枚数 50枚 100枚

材質 表紙 カード紙310kg/m²
本文 上質紙70kg

印刷仕様 表紙 1色～4色
本文 印刷無し～4色

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 1,000冊より

デスクメモ
デスクや電話の傍らに…
スタンドに常にペンをさしておくことができるため、すぐに
いつでも使えます。プロモーション効果が格段に上がります。

ポップアップメモ
表紙面がそのままポップアップ！
ポップアップさせると表紙の裏面が正面になるタイプと異なり、表紙の裏側に印刷する
コストがかかりません。すごくスマートでおしゃれなメモパッドです。

※ポップアップメモ50枚タイプに
ついては、表紙の抜き型は、半
円型と四角型の2つの型が、当
社既製型としてご利用頂けます。

四角型半円型



定番メモシリーズ
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商品名 一筆箋
サイズ 82×170mm

綴り枚数 30枚

材質
表紙 上質紙135kg
本文 上質紙70kg
台紙 コートボール310g/m²

印刷仕様 表紙 1色～4色
本文 1色～4色

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 1,000冊より

商品名 レポート用紙
サイズ 210×297mm

綴り枚数 30枚 50枚

材質
表紙 コート紙135kg
本文 上質紙55kg
台紙 コートボール310g/m²

印刷仕様 表紙 1色～4色
本文 印刷無し～4色

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 500冊より

商品名 片くるみメモ
サイズ 80×80mm

綴り枚数 100枚

材質
表紙 コート紙135kg
本文 上質紙55kg
台紙 コートボール310g/m²

印刷仕様 表紙 1色～4色
本文 1色～4色

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 500冊より

表紙

この部分で
台紙に表紙
を糊付け

メモ用紙

メモ用紙
ノリ綴じ箇所

片くるみ：メモ/一筆箋/レポート用紙
厚紙の台紙でメモ帳全体がしっかりしていて、机の上でも手持ちでも
書きやすいメモ帳です。
一筆箋やレポート用紙の一般的な製本形態である片くるみ製本専用機を導入しておりますので、安定した
品質でスピーディーに生産いたします。

表紙

この部分で
台紙に表紙
を糊付け

メモ用紙

メモ用紙
ノリ綴じ箇所

片くるみ製本



ノートシリーズ
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商品名 ダブルリングノート
(A5)

ダブルリングノート
(A6)

ダブルリングノート
(A7)

サイズ 210×148mm 148×105mm 74×105mm
綴り枚数 50枚(100ページ)

材質 表紙・ウラ表紙 カード紙310g/m²
本文 上質紙70kg

印刷仕様 表紙・ウラ表紙 1色～4色
本文 1色／印刷無し・1色／1色・印刷無し

包装形態 OPP袋入(有・無)／(ダンボール梱包)
最小ロット 500冊より

ダブルリングノート
配布対象を選ばないので、
幅広い業種で採用されています。
手持ちでもデスク上でも、表紙を開いた状態での安定がよく、書きとめや
すいのが特徴で、ワンランク上のメモ帳/ノートとして大人気です。

A7 A6 A5



① 白
② ピンク
③ 赤
④ エンジ
⑤ 黄色

⑥ 薄茶
⑧ 濃茶
⑨ 緑
⑩ 水色
⑪ 花紺

⑫ 濃紺
⑬ 薄鼠
⑮ 黒
⑯ ベージュ
⑰ クリーム

⑱ 薄ピンク
㉒ レモンイエロー
㉓ 青
㉔ ラベンダー
㉕ カーキ

上製本でしっかりとした
高級感がある表紙です。

ノートシリーズ
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商品名 バンド付ダブルリングノート
綴り枚数 50枚(100ページ)
サイズ 148×105mm(リング12mmØ)

材質
表紙 カード紙310g/m²

ウラ表紙 クラフトボール600g/m²
本文 上質紙70kg

印刷仕様
表紙 1色～4色

ウラ表紙 印刷不可
本文 1色／1色・印刷無し

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 500冊より

商品名 ハードカバーダブルリングノート
綴り枚数 80枚(160ページ)

サイズ 217×153mm
(本文サイズ210×148mm　リング16.5Ø)

材質 表紙・ウラ表紙 コート紙(マットPP貼り)＋チップボール貼合
本文 上質紙70kg

印刷仕様 表紙・ウラ表紙 1色～4色
本文 1色／1色・印刷無し

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 1,000冊より

バンド付ダブルリングノート
ゴムバンドがデザインのアクセントに
ノートシリーズの中でも、高級感のある【ダブルリングノート】。ゴムバンドを付け、
付加価値をさらに追加した【バンド付きダブルリングノート】は昔から根強い人気が
あり愛されているアイテムです。

ハードカバーダブルリングノート
《特別な時》を演出する記念品に最適
【ハードカバー（上製本）：ダブルリングノート】は、創立記念、周年記念、卒業記念・・・
を演出する記念品に最適です。日本製の確かな品質のオリジナル・ステーショナリー。

バンドカラー見本（6ｍｍ巾）キングスパンゴム（2018.1.15 現在）
※メーカー在庫により色が変更になる場合がございます。
※リングの色も選べます。詳しくはお問い合わせください。



「中とじ」製本

表紙と本文を背の真ん「中」で針金で「とじ」る製本方法

ノートシリーズ
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商品名 中とじノート(A5) 中とじノート(B5)

綴り枚数 16枚
(32ページ)

24枚
(48ページ)

16枚
(32ページ)

24枚
(48ページ)

サイズ 210×148mm 257×182mm

材質 表紙 カード紙260g/m²
本文 上質紙70kg

印刷仕様 表紙 1色～4色
本文 1色／1色・印刷無し

包装形態 OPP袋入(有・無)／(ダンボール梱包)
最小ロット 1,000冊より

中とじノート
どなたにも喜ばれるステーショナリーのスタンダード！
どなたにも喜ばれるステーショナリーのスタンダード。知的なイメージの
アイテムでありながら親しみやすく、且つオフィスでもキャンパスでも何
冊あってもうれしい必需品です。



ノートシリーズ
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商品名 スマートメモ（A7) スマートメモ（A6) スマートメモ（A5)
サイズ 74×105mm 105×148mm 148×210mm

綴り枚数 75枚 75枚 75枚

材質 表紙 カード紙 260g/m²
本文 上質紙 70kg

印刷仕様 表紙オモテ面 1色～4色
本文 1色/1色

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 500冊より

商品名 お絵かき帳(縦) スケッチブック(横)
綴り枚数 20枚
サイズ 210×297mm 297×210mm

材質
表紙 コート紙135kg
本文 上質紙110kg
台紙 コートボール310g/m²

印刷仕様
表紙 1色～4色
本文 印刷無し
台紙 印刷無し

製本 クロス巻き製本
包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)

最小ロット 500冊より

スマートメモ
マイクロミシン入りメモ用紙の
「おしゃれ」なカバー付きメモパッド。

ステープルでメモ用紙全体をガッチリと平綴じした後、厚紙でくるみ製本
した、しっかりとしたつくり。その機能重視の洗練された形状がおしゃれ
なステーショナリーとしても注目されています。

お絵かき帳/スケッチブック
お絵かき帳も紙問屋が国内自社工場で印刷・製本
オリジナルデザインで「お絵描き帳」を作成したいというお客様からの要望にお応えして、メ
モ工房では使い勝手の良いA4サイズのタテ型、ヨコ型を定番スペックでラインアップしました。
クロス巻き製本できれいに一枚一枚はがして使用できます。

マイクロミシンで必要なページのみ
綺麗に切り離せます。



ユニークメモシリーズ
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商品名 プリエ　メッセージカード
サイズ 80×80mm

綴り枚数 30枚 50枚

材質 メモ用紙 上質70kg
底紙 カード紙260g/㎡

印刷仕様
メモ用紙　オモテ 1色～4色
メモ用紙　ウラ 印刷無し～4色

底紙 印刷無し～4色
包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)

最小ロット 1,000冊より

プリエ　メッセージカード
キャラクターが浮きたつ！目立つ伝言メモ帳
プリエはフランス語で腕やひざなどを「折る」ことを意味しています。その言葉の通り2つ折
りで使うメモ帳です。2つ折りするとキャラクターが浮き出るのでとても目につく、PR度抜群
のメモ帳です。

【四角型】【半円型】【ハート型】の３種類を、既製型として無料でご利用いただけます。またオリジナルの抜き型も有料にて製作できます。

四角型 半円型

オリジナル型

ハート型



フォーステップメモ

ツーステップメモ

ユニークメモシリーズ
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商品名 フォーステップメモ ツーステップメモ
綴り枚数 80枚[20枚×4段] 80枚[40枚×2段]
サイズ 90×90×8(H)mm 90×130×8(H)mm

材質 表紙 PP
本文 上質紙70kg

印刷仕様 本文 4色
包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)

最小ロット 1,000冊より

ステップメモ
究極の高付加価値メモ。新しいメモの可能性が広がります。
奥行きを生かした風景デザインや、商品アイテム毎の説明など、一冊で4パターン・2パター
ンのアピールが可能です。

商品名 キーボードメモ
綴り枚数 30枚
サイズ 90×90mm

材質 表紙 カード紙210g/m²
メモ用紙 上質紙70kg

印刷仕様 表紙(オモテ面) 1色～4色
表紙(ウラ面) 1色～4色
メモ用紙 1色～4色

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 1,000冊より

キーボードメモ
キーボードに挿しこんで立てるタイプのメモ。
キーボードをメッセージボード代わりに使っちゃう。ここなら何にも邪魔されずにあなたの大切なメッセー
ジを確実に伝えることができますね。



裏面は滑り止めスキッド加工

手前側を綴じているので
マウスを使っても捲れません

名刺も、書き留めたメモも、ポケットに。

ユニークメモシリーズ
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商品名 マウスパッドメモ
綴り枚数 20枚
サイズ 173×135mm

材質 メモ用紙 上質紙70kg
台紙 防滑スキッド加工

印刷仕様 メモ用紙 1色～4色
台紙 印刷無し～4色

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 500冊より

商品名 ポケットメモ
綴り枚数 50枚

サイズ 60×95×6(H)mm
(本文サイズ:58×93mm)

材質 ケース カード紙260g/m²
本文 上質紙70kg

印刷仕様 ケース 1色～4色
メモ用紙 印刷無し～4色

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 1,000冊より

ポケットメモ
携帯できる名刺サイズのポケットメモ！
金融機関様の新規口座開設や保険商品の新規お取引の「新社会人応援キャ
ンペーン」用ノベルティとして、また営業の訪問ツールとしても大変人気
のノベルティメモ帳です。

マウスパッドメモ
滑らない、『メモ』れる紙素材のマウスパッド。
お手頃価格でいろんなシーンで大活躍。薄いからDM 用のノベルティとして
も最適です。便利でよろこばれるカレンダーをデザインしたり、高い広告効
果と実用性を兼ね備えています。



ユニークメモシリーズ
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メモなんです！
「これ、なんですか？」「メモなんです。」

メモ帳で、3Dを実現しました。デスクで、お部屋で、オシャレなインテリアにもなるメモ帳。メモ帳を超えた、プレミアムメモ帳です。
オリジナル形状にてのご対応となりますので、是非、お気軽にお問い合わせ、御相談下さい。

商品名 パラパラメモM パラパラメモS

綴り枚数 60枚
(20柄×3回繰り返し)

48枚
(16柄×3回繰り返し)

60枚
(20柄×3回繰り返し)

48枚
(16柄×3回繰り返し)

サイズ 105×148mm 70×105mm

材質 表紙 コート紙135kg
本文 上質紙70kg

印刷仕様 表紙　 1色～4色
本文 1色～4色

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 1,000冊より

パラパラメモ
これは、楽しい！パラパラ漫画メモ。
キャラクターや文字を動かせて、楽しんでいるうちに、しっかり、記憶に残るス
グレモノ。老若男女とわず、みんなが喜ぶ、メモ帳です。



ふせんシリーズ
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フセンメモリー
定規にカラフルなフィルム付箋が8本付き。
メモ帳もセットされたスグレモノ
携帯にも適したスリムタイプ。定規は12cmまで測れます。付箋は20枚綴りが8本。メモ帳も50枚
綴りで、コンパクトな中にも機能満載。学生、ビジネスマンの生活シーンでとても役立つ便利グッ
ズです。

インデックス・マーカーに便利！
フィルムフセン！

たっぷり書ける！
片手で使いやすいメモ！

便利な定規機能を付与！

商品名 ふせんメモリー

サイズ
製品サイズ 132×65×7mm
メモサイズ 58×128mm

フセンサイズ 12×44mm

綴り枚数 メモ 50枚
フセン 20枚×8本

材質
表紙 カード紙260g/㎡
メモ 上質紙70kg

フセン PP

印刷仕様
表紙 1色～4色
メモ 1色～4色

フセン 印刷不可（付箋色は固定）
包装形態 OPP袋入（ダンボール梱包）

最小ロット 1，000冊より

2018
新商品



パタ

パ
タ

ふせんシリーズ
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商品名 3in1メモ

サイズ

製品サイズ 88×70×10mm(H)
展開サイズ 88×222mm
本文サイズ 58×80mm

フィルムフセンサイズ 12×45mm

綴り枚数 本文 25枚×2本
フィルムフセン 20枚×5本

材質
表紙 カード紙260g/m²
本文 上質紙70kg

フィルムフセン PP

印刷仕様
表紙 1色～4色
本文 1色～4色

フィルムフセン 印刷不可(フセン色は固定)
包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)

最小ロット 1,000冊より

商品名 ＜Zフラッグ＞フィルム付箋
カードタイプ

＜Zフラッグ＞フィルム付箋
オリジナルタイプ

サイズ ケース 87×54mm 100×100mm以内
フラッグ 38×22mm

フラッグ入数 15枚(1柄15枚またはA・B柄の繰り返し)

材質 ケース 紙＋PP貼り
フラッグ PVC

印刷仕様 ケース 1色～4色
フラッグ 1色～4色

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包、インナーカートン500入り×2)
最小ロット 5,000個より

生産地 台湾

3in1メモ（パタパタメモ）
5色のネオンフセンと2つのメモを1つにまとめた楽しさ3倍の
コンパクトメモセット。
縦88mm、横70mmのコンパクトな三つ折り台紙に、3つの異なるメモをセットしました。メモは
2種類の天のりタイプのメモ用紙と、5色のネオンカラー・フィルムフセンセットの3タイプが3連に。
フィルム付箋は半透明でマーカーとしても使用できます。

Ｚ
ゼット

フラッグ（ケース入りフィルムフセン）

飛び出すケース入りフィルム付箋！
手帳やポケットに入る「薄型タイプのフィルム付箋」。フラッグはフルカラー
で印刷可能で、ポップアップして飛び出してきます。ケースはオリジナル
型が対応可能でインパクト大!

写真は全てデザインサンプルです。
お客様のオリジナルデザインで制作いたします。

＊フラッグ（フィルム付箋）は、ひと
つの柄でも、2 つの柄が交互に連なっ
て出てくる仕様にも対応いたします。

フラッグ（半透明のフィルム付箋）は、1 枚目をカー
ドケースから引き抜くと次のフラッグが連なって出て
きます。

フラッグ（フィルム付箋）
は、写真のように収納され
ています。



付箋モジュールを
表紙に貼り付け

ふせんシリーズ
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商品名 フセンパッド ポップアップフセンパッド

サイズ
製品 77×144mm

フセン1 20×75mm×4本
フセン2 60×75mm×1本

綴り枚数 各20枚
材質 表紙 カード紙230g/m²

印刷仕様 表紙 1色～4色
フセン 印刷無し既製

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 1,000冊より

フセンパッド/ポップアップフセンパッド
携帯に便利な手帳タイプとデスクでも使いやすい
ポップアップタイプの2タイプをご用意！

「フセン」は大変人気の高いステーショナリーの必需品。販売促進用・PR用の
ノベルティとして最適です。表紙付き付箋セットを、お客様のオリジナルデ
ザインで制作いたします。（フセン本体モジュール化した部材のため印刷不可）

ポップアップフセンパッドの表紙の抜型は【半円型】を、既存の型として
無料でご利用いただけます。またオリジナルの表紙抜型もできます（有料）。



BOX・紙管タイプ
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商品名 BOXメモ
サイズ 102×80×18(H)mm(本文:74×78mm)

綴り枚数 150枚

材質 ケース カード紙310g/m²
本文 上質紙70kg

印刷仕様 ケース 1色～4色
本文 印刷無し～4色

包装形態 裸商品(ダンボール梱包)
最小ロット 1,000冊より

商品名 スタンドBOXメモ
綴り枚数 300枚
サイズ 82×50×70(H)mm(本文サイズ:80×70mm)

材質 ケース カード紙310g/m²
本文 上質紙70kg

印刷仕様 ケース 1色～4色
本文 印刷無し～4色

包装形態 シュリンク包装(ダンボール梱包)
最小ロット 1,000冊より

BOXメモ
パッケージを開ける楽しさがある。
おしゃれなケース入メモ。開けた時の楽しみが広がります。
POP UP部分を有効にデザインしてみてください。

スタンドBOXメモ
スタイリッシュな縦型ボックスで、“たっぷり”の広告スペース。
縦型ボックスフォルムと、縦にセットされたメモが新鮮！
ボックスの正面＆天面など、たくさんの情報を盛り込むことができます。



BOX・紙管タイプ
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商品名 たまーるぺんたてくんティッシュ
サイズ 83Ø×112.5mm(H)

材質

ティッシュ 50W入り
側面 コート紙110kg
上蓋 コートボール紙450g/m²

キャップ PP
底 コートボール紙＋PP貼り

シール ユポ＋PP貼り

印刷仕様
側面 1色～4色

上蓋 1色～4色(既製柄は青・黄・茶の
3色から選べます)

包装形態 裸商品(ダンボール梱包)
最小ロット 1,000個より

たまーるぺんたてくんティッシュ
リユースタイプの円筒形ティッシュです。
円柱の中央から引き出すタイプのティッシュボックス。円柱の周囲にプリントできます。また使い
終わった後でペンスタンドや貯金箱に活用していただけるため、長い間視界に入ることから企業PR
はもちろん、カレンダーなどにもご利用いただけます。

貯金箱用のシールは、
底面に添付してあります。

ティッシュを使い終わったら、貯金
箱として使用できます。



入り数・段ボールサイズ
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商品名（規格寸法） 入り数 ダンボールサイズ

ブ
ロ
ッ
ク
メ
モ
シ
リ
ー
ズ

アートブロックメモ80×80×40 50入り 420×180×220

アートブロックメモ80×80×80 20入り 420×180×180

ブロックメモ80×80×20 100入り 420×180×220

ブロックメモ80×80×30 60入り 420×180×200

ブロックメモ80×80×40 50入り 420×180×220

ブロックメモ80×80×80 20入り 420×180×180

ブロックメモ90×90×30 60入り 470×200×200

ブロックメモ90×90×45 40入り 470×200×200

ブロックメモ90×90×90 20入り 470×200×200

ブロックメモ100×100×50 40入り 530×220×220

ブロックメモ100×100×100 20入り 530×220×220

スーパーブロックメモ80×80×40 50入り 420×180×220

カ
ッ
ト
メ
モ
シ
リ
ー
ズ

カットメモ（S） 100入り 390×240×120

カットメモ（M）100 100入り 470×260×130

カットメモ（M）150 100入り 470×260×180

カットメモ（L）100 100入り 520×300×120

カットメモ（L）150 50入り 520×300×95

カットメモ（L）200 50入り 520×300×120

カットメモ横型100 100入り 490×300×120

カットメモ横型150 50入り 490×305×95

カットメモ横型200 50入り 490×305×120

カットメモ300（たて） 40入り 520×300×140

カットメモ300（よこ） 25入り 630×160×165

スーパーカットメモ（S） 100入り 390×240×130

スーパーカットメモ（M） 100入り 470×260×130

スーパーカットメモ（L） 50入り 535×305×125

スーパーカットメモ300（たて） 40入り 520×300×140

スーパーカットメモ300（よこ） 25入り 630×160×165

く
る
み
メ
モ
シ
リ
ー
ズ

くるみメモ（S）90×90＋30枚 400入り 490×200×135

くるみメモ（S）90×90＋50枚 200入り 490×200×100

くるみメモ（M）90×124＋30枚 200入り 520×270×75

くるみメモ（M）90×124＋50枚 200入り 520×270×100

くるみメモ（L）105×148＋30枚 200入り 570×320×75

くるみメモ（L）105×148＋50枚 200入り 570×320×100

くるみメモ（SS）70×105＋30枚 400入り 390×230×135

くるみメモ（SS）70×105＋50枚 200入り 390×230×100

型抜きメモ 仕様により異なるためお問い合わせください

フ
セ
ン
シ
リ
ー
ズ

フセンパッド/ポップアップフセンパッド 200入り 340×310×120

フセンメモリー 100入り 370×285×90

フセンブロックメモ75×75×42 50入り 390×170×230

スーパーフセンブロックメモ75×75×40 50入り 390×170×230

3in1メモ 200入り 380×210×200

Zフラッグ 仕様により異なるためお問い合わせください

商品名（規格寸法） 入り数 ダンボールサイズ

ノ
ー
ト
シ
リ
ー
ズ

ダブルリングノート50枚綴り（100頁）＜A5＞長辺綴じ 50入り 350×230×170

ダブルリングノート50枚綴り（100頁）＜A6＞長辺綴じ 100入り 640×320×80

ダブルリングノート50枚綴り（100頁）＜A7＞短辺綴じ 200入り 420×270×140

A6バンド付ダブルリングノート 100入り 640×320×110

A5ハードカバーダブルリングノート 30入り 400×240×190

スマートメモ＜A5＞ 50入り 330×240×230

スマートメモ＜A6＞ 100入り 470×245×170

スマートメモ＜A7＞ 200入り 470×185×245

中とじノート＜A5＞32頁 200入り 320×230×250

中とじノート＜A5＞48頁 100入り 320×230×170

中とじノート＜B5＞32頁 100入り 390×280×135

中とじノート＜B5＞48頁 100入り 390×280×170

お絵描き帳・スケッチブック 仕様により異なるためお問い合わせください

定
番
メ
モ
シ
リ
ー
ズ

片くるみメモ 200入り 440×180×190

一筆箋 200入り 450×360×90

片くるみA4レポート用紙（本文30枚） 50入り 320×230×170

片くるみA4レポート用紙（本文50枚） 50入り 320×230×250

デスクメモ（S）98×98＋100枚 100入り 530×220×110

デスクメモ（S）98×98＋150枚 100入り 530×220×150

デスクメモ（S）98×98＋200枚 50入り 530×220×105

デスクメモ（M）90×130＋100枚 100入り 490×280×105

デスクメモ（M）90×130＋150枚 100入り 490×280×150

デスクメモ（L）108×144＋150枚 50入り 580×310×85

デスクメモ（L）108×144＋200枚 50入り 580×310×105

ポップアップメモ98×99.5＋50枚 200入り 530×220×140

ポップアップメモワイド140×91＋100枚 100入り 500×300×130

ユ
ニ
ー
ク
メ
モ
シ
リ
ー
ズ

プリエメッセージカード80×80＋30枚 400入り 450×180×160

プリエメッセージカード80×80＋50枚 400入り 450×180×230

メモなんです！ 仕様により異なるためお問い合わせください

パラパラメモ（S）48枚 200入り 390×230×120

パラパラメモ（S）60枚 200入り 390×230×140

パラパラメモ（M）48枚 200入り 570×320×120

パラパラメモ（M）60枚 200入り 570×320×140

フォーステップメモ 200入り 490×200×190

ツーステップメモ 100入り 490×280×110

キーボードメモ90×90＋30枚 400入り 490×200×170

ポケットメモ 200入り 340×210×150

マウスパッドメモ173×135＋20枚 200入り 300×200×280

B
O
X・紙
管

BOXメモ 100入り 530×335×130

スタンドBOXメモ 50入り 440×280×170

たまーるぺんたてくんティッシュ 100入り 430×430×470

B6 スタンダードタイプ：卓上カレンダー 100入り 440×215×195



ふせん工房

詳しくは「http://fusenkoubou.com」でご確認ください。 ふせん工房

人気急上昇！「ふせん紙」を
オリジナルデザインで製作！

　　　　ふせんのカンヅメ（大）（小）　　　　　2018
新商品 インパクト大！見た目も楽しいオモシロふせん

大容量のふせんは実用性もばっちり◎！

HARD
COVER
ハードカバーふせん カバー付きふせん カバーなしふせん 型抜きふせん

COVER No
COVER

D I E
C U T

完全オリジナル印刷
デザイン次第で高級感や

ポップな仕上がりに

ノベルティの定番！
ビジネスの場や

学校でも幅広く活躍

業務効率アップ！
書類説明や工程表など

便利なふせんは大活躍！

インパクト抜群！
自由な形で訴求性の高い
ふせんとして大人気！ 2018

新商品



DESKTOP CALENDAR
名入れスペース　H15×W150

商品名 B6スタンダードタイプ：卓上カレンダー
サイズ 182×153mm（製品サイズ）、182×128mm（カレンダーサイズ）

綴り枚数 14枚　(表紙＋2018年12月＋2019年１～12月)

材質 カレンダー マットコート 135㎏
台紙 カード紙 450g/m²

印刷仕様 カレンダー 1色～4色（オリジナル対応）
台紙 1色～4色（オリジナル対応）

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 100冊より（名入れ品）、500冊より（オリジナル対応品）

B6：卓上カレンダー リングレス：卓上カレンダー

名入れ
対応品

オリジナル
対応品

オリジナル
対応品

オリジナル
対応品

オリジナル
対応品

商品名 リングレスカレンダー
サイズ 182×150mm（製品サイズ）、160×120mm（カレンダーサイズ）

綴り枚数 7枚　(表紙＋12ヶ月)

材質 カレンダー マットコート 110㎏
台紙 カード紙 310g/m²

印刷仕様 カレンダー 1色～4色（オリジナル対応）
台紙 1色～4色（オリジナル対応）

包装形態 OPP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 500冊より（オリジナル対応品）

商品名 カットメモカレンダー
綴り枚数 300枚

サイズ（表紙付） 142×122×31mm
サイズ（メモ本文） 140×120×30mm

材質 表紙 カード紙260g/m²
本文 上質紙70kg

印刷仕様 表紙オモテ面 4色オンデマンド（オリジナル対応）
本文 1色～4色（オリジナル対応）

包装形態 OP袋入(ダンボール梱包)
最小ロット 500冊より

カットメモカレンダー
迫力の綴り枚数300枚！斜めカット面に12ヵ月分のカレンダー！
大人気のカットメモにカレンダーの機能を追加！
300枚の綴り枚数のため、長期間デスクの上で使用できます。
ポップアップ表紙付きもラインアップ！

詳しくは「http://dainichi-p.co.jp」でご確認ください。 メモ工房

メモ工房のカレンダーシリーズ

※名入れは在庫限りのため
　お問い合わせください

　　　　型抜きカレンダー2018
新商品 型抜きでインパクト倍増！

年末年始に多く集まるカレンダー。
せっかく、差し上げても同じようなカレンダーで目にとまる事無く埋もれてしまっているかも？
型抜きカレンダーはそのような不安を解消。手にしたその日から使いたくなる
そんなカレンダーをつくってみませんか？

商品名 型抜きカレンダー
サイズ 182×153㎜（製品サイズ）、176×125㎜以内（カレンダーサイズ）

綴り枚数 13枚～16枚まで可能

材質 カレンダー マットコート135kg
台紙 カード紙　450g/㎡

印刷仕様 カレンダー 1色～4色（オリジナル対応）
台紙 1色～4色（オリジナル対応）

包装形態 OPP袋入り（ダンボール梱包）
最小ロット 500冊より（オリジナル対応）



静 岡 本 社 〒420-0922　静岡県静岡市葵区流通センター12番1号
 TEL：054-263-2435（代）　FAX：054-265-5502　URL http://www.dainichi-p.co.jp

東 京 支 店 〒101-0036　東京都千代田区神田北乗物町11番地　乗物町第一ビル2F
 TEL：03-3526-6611　FAX：03-3526-6613

名古屋営業所 〒452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井5丁目360-306号室
 TEL：052-684-5858　FAX：052-684-5859

大 阪 営 業 所 〒530-0022　大阪府大阪市北区浪花町13番38号　千代田ビル北館8F
 TEL：06-6359-7115　FAX：06-6359-7118

紙販売事業部 〒420-0922　静岡県静岡市葵区流通センター12番2号 
物流センター TEL：054-297-5657　FAX：054-263-2223

浜 松 支 店 〒435-0041　静岡県浜松市東区北島町509
 TEL：053-422-3771　FAX：053-422-3773

ドトールコーヒー
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