


●サイズ：A2変形／タテ540mm×ヨコ420mm　●表紙本文共コート紙／13枚　表紙本文共４色刷　※名入れの場合は、12月のみ下部が30mm寸伸びさ
れており、そのスペース部分に印刷されます。　●社名刷色：スミ1色（多色は要相談）　●社名刷込欄（タテ25mm× ヨコ200mm）　※社名刷込は50部以上
から承ります｡また｡別途新規版代として2,000円（税別）が必要となります｡

大判のカレンダーで、レンブラント6作品、フェルメール6作品。
表紙＋12カ月の13枚綴り。

ポスターカレンダー（13枚もの）

～ オランダの2大巨匠カレンダー ～
「レンブラントとフェルメール」

表紙
12月
レンブラント／フランス･バニング･コック隊長とヴィレム･ファン･ライ
テンブルフ副隊長の市民隊（通称･夜警）

2月　レンブラント／ 自画像（鏡を
用いた光の研究）

4月　レンブラント／ 額縁の中の少女

5月　レンブラント／石橋のある風
景

8月　レンブラント／デイアナとニ
ンフたち

10月　レンブラント／自画像･
1669 年



卓上セパレートカレンダー

Rembrandt & Vermeer 
2018 Calendar

7月　フェルメール/ デルフト眺望
表紙

作品部分は切り離しができて、
ポストカードとしても使えます。

6月　フェルメール／真珠の耳飾りの少女

3月　フェルメール／紳士とワイン
を飲む女

9月　フェルメール／ 絵画芸術

1月　フェルメール／マリアとマル
タの家のキリスト

11月　フェルメール／ 真珠の首飾
りの少女

●サイズ：タテ185mm×ヨコ175mm　●表紙本文共コート紙／13枚　表紙本文共４色刷　●社名刷色：金、銀、白の何れかになります。
●社名刷込欄（タテ15mm×ヨコ90mm）　●社名刷込は50部以上から承ります。また、別途新規版代として2,000円（税別）が必要となります。

卓上（自立式）のカレンダーで、日付と作品がセパレートされており、
全12作品を自由に選ぶことができます。

表紙後送
後送



玉カレンダーA

玉カレンダーB

●サイズ：B3変形／タテ532mm×ヨコ379mm
●表紙本文共上質紙／13枚
●本文3色刷／タンザック
●社名刷込欄：タテ65mm×ヨコ330mm

●サイズ：B3変形／タテ425mm×ヨコ379mm
●表紙本文共上質紙／13枚
●本文3色刷／タンザック
●社名刷込欄：タテ60mm×ヨコ330mm

広いメモスペース、すっきりとした文字のシンプルな
デザインが好評です。オフィスでも、家庭でもご使用
になれます。

大きくて見やすい日付、予定や伝言が書きやすい
ようにメモ欄には罫線を入れました。広めのオフィ
スから家庭まで使える大型カレンダーです。



卓上カレンダー

デスク業務でのスケジューリングに便利。前
月と翌月を併記し、簡単なメモ書きもできる
使い勝手のよい卓上カレンダーです。社名
は表紙、本文に刷り込み可能です。目に馴
染みやすいパステルカラーで各月を展開。

●サイズ：タテ100mm×ヨコ180mm
●表紙本文共マットコート紙／7枚（表裏印刷）
●クリアケース（自立式）
●社名刷込欄：タテ9mm×ヨコ150mm以内

デスク業務でのスケジ
月と翌月を併記し、簡単
使い勝手のよい卓上カ
は表紙、本文に刷り込
染みやすいパステルカ

●サイズ：タテ100mm×
●表紙本文共マットコート
●クリアケース（自立式）

プランメイト

スーツのポケットにすっぽりと入り、携帯性に
優れています。

コンパクトかつ使いやすさを追求したスリムな
サイズ。スーツのポケットやバッグの中にすっ
ぽりと入ります。
スケジュール欄は見開き1ヶ月タイプで、翌月
のカレンダーも掲載。メモ欄、アドレス帳も付
いています。カバーは2色ご用意しておりま
す。

●サイズ：タテ140mm×ヨコ75mm
●カバー色：ネイビー／ワイン
●本文48頁／スケジュール欄2色刷
●別冊アドレス帳16頁／1色刷
●社名刷込欄：ヨコ70mm以内

※カバーの色合いにつきましては、写真と若干異なる
場合がございます。

※日付は2017年版です。

※2017年版です。



デラックスダイアリー

使いやすさを考慮して表紙カバーもセパレートタイプにしまし
た。2つに折っても使用できます。2色のスケジュール欄は実用性
の高い見開き1週間タイプ、１日ごとに時間表示も付いています。
また、付録として、主要交通の予約電話番号、全国鉄道路線図、
地下鉄路線図など、出張時に役立つ情報ビジネスも満載。

●サイズ：A5／タテ210mm×ヨコ148mm
●カバー／深緑色　専用ケース付
●本文198頁／スケジュール欄2色刷
●付録：テレフォン情報、電報文例集、慶事のエチケット、ビジネスレター
の書き方、郵便料金表、年齢早見表、国内航空便･空港一覧表、鉄道
路線図　（東京･大阪）
●社名刷込欄：ヨコ140mm以内

2つ折りにすることで、携帯性や書き
やすさも向上。

＜専用ケース付＞

＜専用ケース付＞

エグゼクティブのための大型版ダイアリーです。見やすい2色
刷のスケジュール欄は、見開き1週間。1日ごとのタイムスケ
ジュール欄には予定等も書き込めます。また、出張時に役立つビ
ジネス情報（全国鉄道路線図、地下鉄路線図）も掲載。贈答品と
して最適な格調高い商品です。（専用ケース付き）

●サイズ：B5変形／タテ240mm×ヨコ180mm
●カバー／茶色　専用ケース付
●本文198頁／スケジュール欄2色刷
●付録：テレフォン情報、電報文例集、慶弔のエチケット、ビジネスレター
の書き方、郵便料金表、年齢早見表、国内航空便･空港一覧表、鉄道
路線図　（東京･大阪）
●社名刷込欄：ヨコ175mm以内

※日付は2017年版です。

セレクトダイアリー

※日付は2017年版です。
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※日付は2017年版です。

＜専用ケース付＞

クトダイ リ

※日付は2017年版です

＜専用ケース付＞



多くの情報を処理するビジネスマンにしっかり
と情報を書き込めるようノート欄をたっぷり取
りました。2色のメモ・スケジュール欄は見開き
1ヶ月タイプで、翌月・翌々月のカレンダーも掲
載。A5サイズ・薄型なので携帯用としてもご使
用になれます。

●サイズ：A5／タテ210mm×ヨコ148mm
●カバー／黒色
●本文144頁／スケジュール欄2色刷
●社名刷込欄：ヨコ140mm以内

メモリーダイアリー

A5サイズ・薄型なので携帯用としてもご使用に
なれます。2色のスケジュール欄は実用性の高
い見開き1週間タイプ、１日ごとに時間表示も
付いています。また、付録として、主要交通の
予約電話番号など、出張時に役立つビジネス
情報も掲載。

●サイズ：A5／タテ210mm×ヨコ148mm
●カバー／紺色
●本文144頁／スケジュール欄2色刷
●付録：テレフォン情報、電報文例集、慶事のエチ
ケット、ビジネスレターの書き方、郵便料金表、年
齢早見表
●社名刷込欄：ヨコ140mm以内

エキスパートダイアリー

※日付は2017年版です。

※日付は2017年版です。

メモリ ダイアリ

※日付は2017年版です。

キ ダ リ

※日付は2017年版です。



●お手数ですが、このページをコピーしていただき、必要事項をご記入の上FAXしてください。

　折り返し弊社担当よりご連絡させていただきます。FAXは番号をお間違えのないようにお願いいたします。

＜個人情報取扱いについて＞
株式会社廣済堂では、商品のお問い合わせにてご提供いただく個人情報を、
「JIS Q 15001:2006（個人情報保護マネジメントシステム-要求事項）」に
準じ、次のように取り扱います。
目的
ご本人の意思により商品のお問い合わせのためにお預かりしました個人情
報は、（1）商品ご注文の確認（2）商品の発送（3）弊社が提供するサービス
に関する統計情報（4）弊社が提供するサービスに関する営業情報に利用
することを目的とし、その他の目的には一切使用することはありません。
管理
（1）個人情報の管理・保護に関しましては、細心の注意をはらい、外部漏

洩等がなされないよう、適切な安全対策を講じます。
（2）法令および本人同意のある場合を除き、個人情報は、第三者に開示も

しくは提供いたしません。
（3）個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止につきましては、下

記個人情報保護管理者（代理人）までお申し付けください。（窓口対応
時間　土日、祝除く 10時～17時）

※上記に同意の上、お申し込みお問い合わせください。
尚、個人情報の提供に応じることは、ご本人の意思によりますが、全
ての記載事項をご記入いただけなかった場合、商品のご注文をお受け
することができない場合がありますのであらかじめご了承願います。

※株式会社廣済堂の個人情報保護方針は、廣済堂ホームページに記載され
ておりますのでこちらをご参照ください。

個人情報保護管理者（代理人）
株式会社廣済堂 情報コミュニケーション事業部 営業本部 古屋 進
〒108-8378 東京都港区芝4-6-12　03-3453-0554（代）

◎ご購入商品名

◎部数

◎納品ご希望日

◎名入れの有無

◎お客さまのご意見、ご要望をお聞かせください。

貴 社 名

部 　 署

お 名 前

お電話番号

ご　住　所

E－m a i l

（〒 ）

株式会社廣済堂　FAX.06－6855－1324

お申し込み・お問い合わせシート

情報コミュニケーションメディア事業部
TEL.06－6855－1100

＜カレンダー＞
● レンブラントとフェルメール ポスターカレンダー（13枚）   2,000円
● レンブラントとフェルメール 卓上セパレートカレンダー   1,400円
● 玉カレンダーA   875円
● 玉カレンダーB   875円
● 卓上カレンダー   615円

＜ダイアリー＞
● デラックスダイアリー・・・・・・・・ 円 519,1
● セレクトダイアリー 円 529
● エキスパートダイアリー 円 516
● メモリーダイアリー 円 516
● プランメイト 円 064

■新規の版代は別途2,000円の加算を考慮願います。
■50部以上には、名入れに応じます。
■多部数のご注文には、別途ご相談に応じます。

2018年版カレンダー・ダイアリー販売価格（消費税別）
KOSAIDO ORIGINAL  2018  CALENDAR & DIARY
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