
ノートタイプ

タイプB

●B5サイズ
品番：NS-B502-22A
サイズ: ヨコ179×タテ252×厚み4mm
価格：430円（税込473円）
●A5サイズ
品番：NS-A502-22A
サイズ: ヨコ148×タテ210×厚み4mm
価格：370円（税込407円）
●A6サイズ
品番：NS-A602-22A
サイズ: ヨコ105×タテ148×厚み4mm
価格:340円（税込374円）

●B5サイズ
品番：NS-B502-22B
サイズ: ヨコ179×タテ252×厚み4mm
価格：430円（税込473円）
●A5サイズ
品番：NS-A502-22B
サイズ: ヨコ148×タテ210×厚み4mm
価格：370円（税込407円）
●A6サイズ
品番：NS-A602-22B
サイズ: ヨコ105×タテ148×厚み4mm
価格340円（税込374円）

ロジカルダイアリー 　月間ノートタイプA

ロジカルダイアリー 　月間ノートタイプB

●B5サイズ
品番：NS-B502-22C
サイズ: ヨコ179×タテ252×厚み4mm
価格：450円（税込495円）
●A5サイズ
品番：NS-A502-22C
サイズ: ヨコ148×タテ210×厚み4mm
価格：390円（税込429円）
●A6サイズ
品番：NS-A602-22C
サイズ: ヨコ105×タテ148×厚み4mm
価格360円（税込396円）

ロジカルダイアリー 　
月間ノートタイプC（抗菌表紙）

タイプA

イヤープラン マンスリーダイアリー

フリープラン ノートページ

（D）ブラック （O）オレンジ

タイプC

（W）ホワイト

●素材・仕様
　表紙：紙
　本文：上質紙・64ページ
　仕様：糸かがり綴じ製本

●本文内容
　年間カレンダー
　イヤープラン
　マンスリーダイアリー（2021.12～2023.3
　  　　　　　　ブロック式、日曜始まり）
　フリープラン
　ノートページ　(ロジカル罫）

ロジカルダイアリー2022　ラインアップ一覧（1/6）

(P)ピンク (B)ブルー (E)トラ （S１）チェリー （S2）マーブル

ロジカルダイアリー　月間ノートタイプ　共通仕様



ノートタイプ
ロジカルダイアリー
月間ノートタイプD　A5 ディズニー

品番：NS-B602-22D
サイズ: ヨコ128×タテ182×厚み4mm
価格：500円（税込550円）

ロジカルダイアリー
月間ノートタイプ　B6 ディズニー （A1）ミッキーマウス

（A1）ミッキーマウス

（A２）くまのプーさん

（A2）くまのプーさん

（A3）トイ・ストーリー

（A3）トイ・ストーリー

ロジカルダイアリー２０21　ラインアップ一覧（1/3）ロジカルダイアリー2022　ラインアップ一覧（2/6）

●A5サイズ
品番：NS-A502-22P
サイズ: ヨコ148×タテ210×厚み4mm
価格：520円（税込572円）
●B6サイズ
品番：NS-B602-22P
サイズ: ヨコ1２8×タテ1８2×厚み4mm
価格：5０0円（税込550円）

ロジカルダイアリー
月間ノートタイプP　ピーナッツ

●A5サイズ
品番：NS-A502-22SD
サイズ: ヨコ148×タテ210×厚み4mm
価格：520円（税込572円）
●B6サイズ
品番：NS-B602-22SD
サイズ: ヨコ1２8×タテ182×厚み4mm
価格：5０0円（税込550円）

ロジカルダイアリー
月間ノートタイプ　SD アイムドラえもん

品番：NS-A502-22D
サイズ: ヨコ148×タテ210×厚み4mm
価格：520円（税込572円）

（A1）ピーナッツ （A1）ピーナッツ

（A1)ドラえもん （A1）ドラえもん
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ロジカルダイアリー 見開き２週間　タイプA

ロジカルダイアリー 見開き２週間　タイプB

本文：上質紙・112ページ
週間バーチカル（2021.12.26～2022.12.31
　　　　　　　日曜始まり）

本文：上質紙・64ページ
週間レフト　（2021.12.27～2023.1.8
　　　　　　月曜始まり)

（D）ブラック （W）ホワイト

イヤープラン イベントページ ノートページ

●素材・仕様
　表紙：紙
　仕様：糸かがり綴じ製本

●本文内容
　年間カレンダー、イヤープラン
　イベントページ、ノートページ(ロジカル罫)

ロジカルダイアリー　週間タイプ　共通仕様

ロジカルダイアリー２０21　ラインアップ一覧（1/3）ロジカルダイアリー2022　ラインアップ一覧（3/6）

タイプA

（B）ブルー （S）クラフト

タイプB

（W）ホワイト （S）ブラウン （G）グリーン

▼本文イメージ

▼本文イメージ

タイプA
●B5サイズ
品番：NS-B50４-22A
サイズ: ヨコ179×タテ252×厚み4mm
価格：430円（税込473円）
●A5サイズ
品番：NS-A50４-22A
サイズ: ヨコ148×タテ210×厚み4mm
価格：370円（税込407円）
●A6サイズ
品番：NS-A60４-22A
サイズ: ヨコ105×タテ148×厚み4mm
価格340円（税込374円）

タイプB
●B5サイズ
品番：NS-B50４-22B
サイズ: ヨコ179×タテ252×厚み4mm
価格：430円（税込473円）
●A5サイズ
品番：NS-A50４-22B
サイズ: ヨコ148×タテ210×厚み4mm
価格：370円（税込407円）
●A6サイズ
品番：NS-A60４-22B
サイズ: ヨコ105×タテ148×厚み4mm
価格：340円（税込374円）

ロジカルダイアリー  週間バーチカルタイプ

●B5サイズ
品番：NS-B503-22B
サイズ: ヨコ179×タテ252×厚み5mm
価格：900円（税込990円）
●A5サイズ
品番：NS-A503-22B
サイズ: ヨコ148×タテ210×厚み5mm
価格：800円（税込880円）



（P）ピンク （DB）インディゴブルー （G）グリーン

カバータイプ

ロジカルダイアリー
カバータイプ B5/A5

●表紙素材：透明PVCシート
●製本・仕様：
　中綴じステッチャー止め製本・差し込み式
●本文内容
　年間カレンダー 、イヤープラン 、
　マンスリーダイアリー＆ノート、ノートページ

ロジカルダイアリー
カバータイプ　B5スリム

●素材
　カバー：透明PVCシート
　本文：上質紙・64ページ
●製本・仕様：
　中綴じステッチャー止め製本・差し込み式

▼月間スケジュール
　（2021.12～2023.1、月曜始まり）

見開き上段：月間ブロック/見開き下段：ガントチャート

ロジカルダイアリー 
2冊用カバータイプ A5

A5サイズのダイアリーやノートなど、
2冊目をセットできるカバー構造。

（D）ブラック （CP）ピンク （CB）ブルー（W）ホワイト

▼月間スケジュール
　（2021.12～2023.3、月曜始まり）

▼月間スケジュール（2021.12～2023.3）

左ページ：月間ブロック/右ページ：月間リスト・ノート
本文：上質紙・64ページ

ロジカルダイアリー2022　ラインアップ一覧（4/6）

（D）ブラック （B）ブルー （CS）チェックベージュ

（P）ピンク （B）ブルー （IV）アイボリー

●品番：NSV-B624-22
●素材
　カバー：透明PVCシート
　本文：上質紙128ページ（しおり紐１本付）
●製本・仕様：
　糸綴じ製本・差し込み式
●本体サイズ：
　ヨコ134×タテ188×厚み10mm
●本文サイズ
　ヨコ128×タテ182mm
●本文内容
　年間カレンダー、イヤープラン、マンスリー
ダイアリー、ウィークリーダイアリー、イベン
トページ、フリープラン、ノートページ
●価格：900円（税込９９０円）

ロジカルダイアリー 
カバータイプ B6

▼月間スケジュール
　（2021.12～2023.3、日曜始まり）

（D）ブラック （WR）ワインレッド （DB）ネイビー

▼週間スケジュール
　（2021.12.27～2023.1.8、日曜始まり）

●品番：NSC-A502-22
●素材
　カバー：透明PVCシート
　本文：上質紙64ページ
●製本・仕様：
　糸かがり綴じ製本・差し込み式
●本体サイズ：
　ヨコ156×タテ216×厚み10ｍｍ
●本文サイズ
　ヨコ148×タテ210mm
●本文内容
　※収録期間はロジカルダイアリー月間ノートタイプと同様
　年間カレンダー、イヤープラン
　マンスリーダイアリー、イベントページ、　
　フリープラン、
　ノートページ
●価格：1,150円（税込1,265円）

●B5サイズ
品番：NS-B50６-22
サイズ: ヨコ182×タテ258×厚み6mm
価格：950円（税込1,045円）
●A5サイズ
品番：NS-A50６-22
サイズ: ヨコ155×タテ215×厚み6mm
価格：800円（税込880円）

品番：NS-SB50１-22
サイズ: ：ヨコ150×タテ256×厚み5mm
価格：850円（税込935円）



●本文内容
　年間カレンダー　 　
　イヤープラン　　 　
　マンスリーダイアリー   （2021.12～2023.1
 　　　    　ブロック式・日曜始まり）
　ノートページ（裏面）　(ロジカル方眼罫）

ロジカルダイアリー　ペーパーリングタイプ/リングタイプ　共通仕様

リングタイプ

（D）ブラック （W）ホワイト●素材
　表紙：透明PPシート0.75mm厚・扉紙
　本文：上質紙・16枚（32ページ） 
●製本・仕様
　リング綴じ製本・ゴムバンド付き・スタンド台紙

ロジカルダイアリー リングタイプ

（D）ブラック （S）クラフト

（D）ブラック （S）クラフト

●品番：COC-CLTP-A502-22
●素材
　表紙：紙
　本文：上質紙・16枚（32ページ） 
●製本・仕様
　ペーパーリング綴じ製本・W型スタンド台紙
●本体サイズ
　ヨコ210×タテ155×厚み12mm
●価格
　950円（税込1,045円）

ロジカルダイアリー　ペーパーリングタイプ　A5

●品番：COC-CLTP-B602-22P
●素材
　表紙：紙
　本文：上質紙・16枚（32ページ） 
●製本・仕様
　ペーパーリング綴じ製本・W型スタンド台紙
●本体サイズ
　ヨコ182×タテ135×厚み12mm
●本文内容
　年間カレンダー　 　
　イヤープラン　　 
　マンスリーダイアリー   （2021.12～2023.1
 　　　    　ブロック式・日曜始まり）
　ノートページ（裏面）　(ロジカル方眼罫）
●価格
　900円（税込990円）

ロジカルダイアリー　
ペーパーリングタイプB6　ピーナッツ

ロジカルダイアリー2022　ラインアップ一覧（5/6）

▼月間スケジュール（2021.12～2023.1）

▼ロジカル方眼罫

※COC-CLTP-B602-22Pを除く
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●A5サイズ
品番：CLT-A502-22
サイズ: ヨコ210×タテ155×厚み12mm
価格：800円（税込880円）
●B6サイズ
品番：CLT-B602-22
サイズ: ヨコ182×タテ135×厚み12mm
価格：700円（税込770円）



▼本文イメージ

▼ミシン目で各ページを切り離すと、
各サイズのコピー用紙と同じ大きさになります。

用途に合わせて使える
ダブルマンスリー仕様

マルチユースタイプ

●素材
　表紙：紙
　本文：上質紙・16枚（32ページ） 
●製本・仕様
　中綴じステッチャー止め製本
●本文内容
　イヤープラン　　 　（2022.1～2023.12）
　マンスリーダイアリー（2021.12～2023.1
 　　　    　ブロック式・日曜始まり）

ロジカルダイアリー　マルチユースタイプ

ロジカルダイアリー2022　ラインアップ一覧（6/6）

ブラック ホワイト

ピンク ブルー

●A4サイズ
品番：NS-A407-22
サイズ: ヨコ297×タテ222×厚み4mm
価格：580円（税込638円）
●B5サイズ
品番：NS-B507-22
サイズ: ヨコ257×タテ194×厚み4mm
価格：530円（税込583円）
●A5サイズ
品番：NS-A507-22
サイズ: ヨコ210×タテ160×厚み4mm
価格：480円（税込528円）


