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表紙の名入れ
●社名・マーク等を表紙に箔押印刷（金・銀など）ができます。
●予定表は中紙12頁にオフセット印刷（グレー・黒）ができます。

刷色については、上記以外の対応も可能ですが割増料金が
発生する場合があります。その際にはご相談ください。

●特殊な指定文字・マーク等を必要とするものは別途製版料が
加算されます。

見返し頁への印刷
●見返し頁に〈社名・住所・電話・簡単な営業品目等〉の印刷

ができます。
●ご指定による特殊印刷物を表紙2の後頁、表紙3の前頁とし

て加えることができます。
●文字数の多いもの、イラストレーション等の印刷は、料金が

割増となります。

のし紙・のし袋の名入れ印刷
●原則として、ダイアリーは〈のし紙〉、予定表は〈のし袋〉

の名入印刷となります。（料金は別表の通り）
●

納期とお願い
●納品は校了後約3週間が見込まれますが、〈名入れ〉の

ご注文は原則として11月18日でしめ切らせていただきます。
●ご注文の際は在庫の有無をお問合せください。
●文字原稿は楷書（ボールペン）ではっきりとお書きください。

文字タイプ、大きさの指定のないものは、当社にてレイア
ウトをいたします。

●
はお早めにお願いいたします。

●50冊未満の名入れはご容赦ください

名入料金

のし紙・のし袋料金

種類 表紙
（1カ所）

見返し
（1頁）

予定表中紙
（12頁） のし紙 のし袋

名入方法 箔押・空押 一色刷 一色刷 一色刷 一色刷
50冊～99冊まで ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥7,000 ¥7,500

100冊以上 100 100 100 70 75
200冊以上 70 70 90 50 55
300冊以上 60 60 80 45 50
400冊以上 45 45 70 40 45
500冊以上 40 40 60 30 35

1,000冊以上 30 30 50 25 30

該当品番 品名 のし紙代・のし紙掛け代 のし袋代・のし袋入れ代
Q60 Ａ5ダイアリー Ａ5のし紙　¥10　¥10 Ｂ5のし袋 ¥20　¥10
Q67 ／ Q80 Ｂ5ダイアリー Ｂ5のし紙　¥15　¥10 Ａ4のし袋 ¥20　¥10
Q63 マンスダイアリー マンスのし袋 ¥20　¥10
Q55 ／ Q3023 Ａ4予定表 Ａ4のし袋 ¥20　¥10
Q58 ／ Q4023 Ｂ4予定表 Ｂ4のし袋 ¥30　¥15
Q65 ／ Q5023 Ａ3予定表 Ａ3のし袋 ¥50　¥15

●予定表の名入料金は印刷色が黒、又は予定表と同色のグレー刷り
のもので、その他の指定色の時には割増料金が加算されます。

●上記名入れ料金の他に製版料金は別見積となります。又、指定書
体の版下代は別に実費を頂きます。

●上記箔押の料金は社名・住所・電話程度のもので、宣伝文等が
加わる場合は割増料金となります。

●2色刷りは上記の倍額となります。
100冊以下は100冊料金となります。

●ダイアリーはのし紙掛けをおすすめ致します。
●のし袋別納品の場合はのし袋入れ料金は発生いたしません。

名入れの位置は、下記のNo.でご指定ください
■ ダイアリー ■ スケジュール ビニール台紙

中紙に刷り込み印刷で
名入れいたします

■ スケジュール 中紙

4 1

表紙1表紙4

▼外側

▼内側

2

表紙2

※ このカタログに記載された仕様・デザインなどは予告なく変更することがあります

3

表紙3

〈 名 入 れ 〉の ご 案 内

■取扱店

7
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SCHEDULE & DIARY

テージー　2023　スケジュール&ダイアリーカタログ

事業者向けカタログ

2022.05

2023

確実な納品を計るためにも、「印刷校正」に際しての【校了】

〈粗品〉〈御歳暮〉〈御年賀〉の別を明記してください。

〒111-0053　
東京都台東区浅草橋2-25-6　　

03-3862-5411
03-3862-5416

https://www.teji.co.jp/

TEL
FAX

※上記の価格表一覧につきましては、税抜表示となっております。

2023

透明ビニールに箔押しで
名入れいたします

5



《 予定表マス目タイプ　中紙・ビニール台紙セット 》
品番 品　　　名 JANコード 価格

Q3023 No.3023　Ａ4予定表マス目 4904611436400 ￥560
Q4023 No.4023　Ｂ4予定表マス目 4904611435106 ￥680
Q5023 No.5023　Ａ3予定表マス目 4904611436509 ￥840

《 予定表マス目タイプ　中紙のみ 》
品番 品　　名 サイズ JANコード 価格

QA40M No.3023　中紙 305×213 4904611436608 ￥200
QB40M No.4023　中紙 364×257 4904611436301 ￥280
QA30M No.5023　中紙 425×303 4904611436707 ￥360

《 予定表ヨコ罫　中紙のみ 》
品番 品　　名 サイズ JANコード 価格

QA400 No.55　中紙 305×213 4904611441602 ￥200
Q5800 No.58　中紙 364×257 4904611441909 ￥280

SCHEDULE買取商品 予定表 DIARY ダイアリー受注対応商品

丈夫で水気にも強いビニール台紙にヨコ罫タイプの予定表
をセットしました。
月表をセンターで折り返すことにより、常に半月先の予定
まで確認できるデザインです。
横軸には時間目盛りもついています。

大きなマス目は、スケジュールの書き込みがラクにできます。
週単位がはっきりしているので、作業工程書きにも適して
います。

▲Q65（A3） ▲Q58（B4） ▲Q55（A4）

▲Q5023（A3） ▲Q4023（B4）

本スケジュール表の販売につきましては、「買取り」とさせていただきますので、「返品」はお受けいたしません

中紙（2色刷）6枚組
ビニール台紙／ダークグレー
（壁掛けフック付）

※この商品は、ユニバーサルデザイン
に基づいています。

※ このカタログに記載された仕様・デザインなどは予告なく変更することがあります。

本ダイアリーにつきましては、「名入れ受注のみ」とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

前半に年間予定表、スケジュール表
をまとめ、後半はノートを105頁つ
けました。ダイアリーとノートの機
能が一つになった便利な一冊です。

ビジネスダイアリー　No.67 B5

品　番  Q67
サイズ  表紙／194×266（背幅18㎜）

 中紙／182×257（184頁）
内　容  年間予定表（2色刷）

 年間計画表（2色刷）
 横罫ノート（105頁）
 路線図・ビジネス付録

2色刷 ツインリング製本見開き一ヶ月

材　質  表紙／ビニールカバー　黒
 本文／上質紙
 ツインリング／スチール

（PVCコート）
J A N  4904611440308
価　格  ¥1,200

手前にスライドさせるだけで簡単に
リーフの差し替えができます。
プラ金具は市販の26穴リーフを追
加しご使用いただけます。

デラックスダイアリー　No.80 B5

品　番  Q80

サイズ  表紙／203×275（背幅23㎜）
 中紙／182×257（184頁）
内　容  年間予定表（2色刷）

 年間計画表（2色刷）
 横罫ノート（105頁）
 路線図・ビジネス付録

2色刷 26穴バインダー見開き一ヶ月

材　質  表紙／ビニールカバー
（芯材入）　茶

 本文／上質紙
 プラ金具／リング部　ABS

レバー部　PP
 リベット／アルミ
J A N  4904611440407
価　格  ¥1,600

《 予定表マス目タイプ　中紙・ビニール台紙セット 》
品番 品　　　名 JANコード 価　　格

Q3023 No.3023　Ａ4予定表マス目 4904611436400
Q4023 No.4023　Ｂ4予定表マス目 4904611435106
Q5023 No.5023　Ａ3予定表マス目 4904611436509

《 予定表マス目タイプ　中紙のみ 》
品番 品　　名 サイズ JANコード 価　　格

QA40M No.3023 中紙 305×213 4904611436608
QB40M No.4023 中紙 364×257 4904611436301
QA30M No.5023 中紙 425×303 4904611436707

《 予定表ヨコ罫　中紙のみ 》
品番 品　　名 サイズ JANコード 価　　格

QA400 No.55 中紙 305×213 4904611441602
Q5800 No.58 中紙 364×257 4904611441909
Q6500 No.65 中紙 425×303 4904611442104

SCHEDULE 予定表 DIARY ダイアリー

丈夫で水気にも強いビニール台紙にヨコ罫タイプの予定表
をセットしました。
月表をセンターで折り返すことにより、常に半月先の予定
まで確認できるデザインです。
横軸には時間目盛りもついています。

大きなマス目は、スケジュールの書き込みがラクにできます。
週単位がはっきりしているので、作業工程書きにも適して
います。

▲Q65（A3） ▲Q58（B4） ▲Q55（A4）

▲Q5023（A3） ▲Q4023（B4） ▲Q3023（A4）

中紙（2色刷）6枚組
ビニール台紙／ダークグレー
（壁掛けフック付）

※この商品は、ユニバーサルデザイン
に基づいています。

中紙（2色刷）6枚組
ビニール台紙／ダークグレー
（壁掛けフック付）

※この商品は、ユニバーサルデザイン
に基づいています。

ヨコ罫タイプ

マス目タイプ

※ このカタログに記載された仕様・デザインなどは予告なく変更することがあります

糸とじ製本でページが大きく開くので、
スケジュールの書き込みが楽にできます。
スリムなタテ長サイズは携帯用としても
最適です。

品　番  Q63
サイズ  表紙／152×270（背幅5㎜）

 中紙／144×261（48頁）
内　容  年間予定表（2色刷）

 横罫ノート（11頁）
 テレホンリスト
 ビジネス付録

マンスダイアリー No.63 B5スリム

材　質  表紙／ビニールカバー
（芯材入）　濃茶

 本文／上質紙
J A N  4904611008898
価　格

前半に年間予定表、スケジュール表
をまとめ、後半はノートを105頁つ
けました。ダイアリーとノートの
機能が一つになった便利な一冊です。

ビジネスダイアリー　No.67 B5

品　番  Q67
サイズ  表紙／194×266（背幅18㎜）

 中紙／182×257（184頁）
内　容  年間予定表（2色刷）

 年間計画表（2色刷）
 横罫ノート（105頁）
 路線図・ビジネス付録

材　質  表紙／ビニールカバー　黒
 本文／上質紙
 ツインリング／スチール

（PVCコート）
J A N  4904611440308
価　格 ¥1,320（本体価格¥1,200）

プラ金具タイプのダイアリー。
手前にスライドさせるだけで簡単に
リーフの差し替えができます。
市販の26穴ルーズリーフを追加できます。

デラックスダイアリー　No.80 B5

品　番  Q80

サイズ  表紙／203×275（背幅23㎜）
 中紙／182×257（184頁）
内　容  年間予定表（2色刷）

 年間計画表（2色刷）
 横罫ノート（105頁）
 路線図・ビジネス付録

材　質  表紙／ビニールカバー
（芯材入）　茶

 本文／上質紙
 プラ金具／リング部　ABS

レバー部　PP
 リベット／アルミ
J A N  4904611440407
価　格

一日分のスペースが大きくとってあるの
で、その日の行動が細かくチェックでき
ます。
右頁の横罫欄は、記録やフリーメモと

ビジネスダイアリー　No.60 A5

品　番  Q60
サイズ  表紙／161×217（背幅18㎜）

 中紙／146×207（192頁）
内　容  年間予定表（2色刷）

 横罫ノート（33頁）
 路線図
 ビジネス付録

材　質  表紙／ビニールカバー　黒
 本文／上質紙
 ツインリング／スチール

（PVCコート）
J A N  4904611440100
価　格

買取商品 受注対応商品

しても便利です。

《 ビニール台紙のみ 》
品番 品　　名 サイズ JANコード 価　　格

Q5501 Ａ4 台紙 313×222 4904611441701
Q5801 Ｂ4 台紙 374×267 4904611442005
Q6501 Ａ3 台紙 440×315 4904611442203

《 予定表ヨコ罫　中紙・ビニール台紙セット 》
品　　名 JANコード

Q55 No.55　Ａ4予定表ヨコ罫 4904611440803 ¥616（本体価格 ¥560）
Q58 No.58　Ｂ4予定表ヨコ罫 4904611440704
Q65 No.65　Ａ3予定表ヨコ罫 4904611440605

※Q52（No.52　B5予定表ヨコ罫）は廃番となりました。

価　　格

¥748（本体価格 ¥680）
¥924（本体価格 ¥840）

¥220（本体価格 ¥200）
¥308（本体価格 ¥280）
¥396（本体価格 ¥360）

¥484（本体価格 ¥440）
¥572（本体価格 ¥520）
¥682（本体価格 ¥620）

¥616（本体価格 \560）
¥748（本体価格 \680）
¥924（本体価格 \840）

¥220（本体価格 \200）
¥308（本体価格 \280）
¥396（本体価格 \360）

品番

¥880（本体価格¥800）
¥1,100（本体価格¥1,000）

¥1,760（本体価格¥1,600）

《 ビニール台紙のみ 》
品番 品　　名 サイズ JANコード 価　　格

Q5501 Ａ4 台紙 313×222 4904611441701
Q5801 Ｂ4 台紙 374×267 4904611442005
Q6501 Ａ3 台紙 440×315 4904611442203

¥484（本体価格 ¥440）
¥572（本体価格 ¥520）
¥682（本体価格 ¥620）

2色刷 糸とじ製本見開き一ヶ月 2色刷 ツインリング製本見開き一週間

2色刷 26穴バインダー見開き一ヶ月2色刷 ツインリング製本見開き一ヶ月

2023

※ダイアリー（No.60、No.67、No.80）の中紙の画像は、2022 年度のものです

2023

2023

2 0 2 3
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