
Every day is a happy day 

with himekuri stationery series.



　　　　　　 とは

「1 日 1 日を大切に」をテーマに展開するステーショナリー

ブランド。紙の良さ、書くことの大切さを伝えることが私た

ちの使命と考えています。ブランド名「himekuri」で日本の

文房具の魅力を世界に発信していきます。



特 徴

一週ごとに色が変わるので、色の変
わり目が今日だと一目で分かりま
す。（実用新案登録 �������）

週ごとに色が変化します

���枚、全てに付せん加工が施され
ています。剥がしたあとはいろいろ
な用途で再利用できます。

付せんになっています

��� 日、全て異なる絵柄です。毎日違
うイラストや写真が現れるので、飽
きずに楽しくめくることができます。

毎日違う絵柄です

ノートに貼れば自分だけの手帳に。
バレットジャーナルにも便利です。
手帳や日記のデコレーションにも。

日付シートにもぴったり

本のしおりにする、食品に貼って開
封日を記録するなど、アイデア次第
でさまざまな使い方ができます。

使い方は無限大！

「himekuri」は ���� 年に日本文具大賞 機能部門の
優秀賞を受賞した、新しいタイプの日めくりカレン
ダーです。���� 年度版は新柄「sweets」を含めた
全 � 種のラインアップ。様々なデザインやしかけを
楽しんでいただけるカレンダーに仕上がりました。



himekuri white gray
週ごとに白とグレーが入れ替わります。シ
ンプルでスタイリッシュ。
オフィスのデスク周りにおすすめです。

カレンダー台紙サイズ：H50ｘW210mm　
付せんサイズ：H38ｘW25mm　

デザイン：shirie

「himekuri」原案・white gray を制作。
大 学 卒 業 後、be-on 第 二 回 コ ン ペ に

「himekuri」のプロトタイプとなるデザ
インを応募し受賞・製品化する。現在

イラストレーター活動をするかたわら、群馬県で雑
貨店を経営。

himekuri colorful
� 年間 �� 週、毎週色が変わるカラフルな
カレンダー。����年度は丸みを帯びたフォ
ントでやさしいカラーになりました。

カレンダー台紙サイズ：H50ｘW210mm　
付せんサイズ：H38ｘW25mm　

デザイン：株式会社ノウト

たったふたりの小さな文
具・雑貨メーカー。万人
受けしなくてもいい、あ

なたに楽しんでもらえればとっても幸せ。デザイン
部門はアパレル出身のイラストレーターおおきひろ
みが担当。ちなみにノウトは「脳扉」です。



himekuri zoo
���� 年の動物は「ペンギン」。いろいろな
ペンギンたちが元気に動き回ります。めく
ると進むストーリー仕立て。毎日記念日入
りです。

カレンダー台紙サイズ：H50ｘW210mm　
付せんサイズ：H38ｘW25mm

デザイン：北川 聖子

普段は違う仕事をしていますが、休日に
は「PalloBox」という屋号で色々な創作活
動を行っています。本や文房具のイベン
トによく出没します。

himekuri ねこ
� 年間 ��� 日、移り変わる季節の中でかわ
いらしいねこたちと出会えるカレンダー。
日本の四季を感じ、ねこたちと一緒にイベ
ントを楽しんでください。

カレンダー台紙サイズ：H50ｘW210mm
付せんサイズ：H38ｘW25mm

イラスト：萩原 まお

静岡在住イラストレーター。商品
開発室勤務を経て2017年に独立。
文房具好きで、文房具の商品開発、
文具店イベントを多数企画。エイ

出版「趣味の文具箱」にて漫画連載中。
ブログ：maoichi.com　Web サイト：maohagiwara.com

監修：福島 槙子

文具プランナー。ウェブマガジン
『otegami - オテガミ -』編集長、『毎
日、文房具。』副編集長。SNS やメディ
アを通して文房具の魅力を紹介。文

具に関するワークショップやセミナー講師、書籍
やコラムの執筆活動も。web サイト：makiko.info

Twitter では作者が毎日ハッシュタグ
「#まいにちhimekurizoo」をつけて裏話
をツイートします。



himekuri 文房具

参加文房具店一覧（五十音順、敬称略）
石丸文行堂　インク　うさぎや　オフィスベンダー文具の杜　カキモリ　ギフショナリー・デルタ　サブロ　誠品生活日本橋
大丸藤井セントラル　旅屋　蔦屋書店　東急ハンズ　ナガサワ文具センター　ハイノート　プレイズストア　文具マイスターパピア
文房堂　ぷんぷく堂　ペンズアレイタケウチ　ペントノート　ペンネ・ジューク　ホリタ文具　山田文具店　有隣堂
ロフト　和気文具

日本全国の �� の文房具店とコラボレーションした、文房具のイラ
スト満載のカレンダー。文房具を買いに行きたくなる仕掛けが満載
の特製ブックレットを付属。スマートフォンで QR コードを読み込
むと ��� 度パノラマ写真で店内を見ることができ、お店に行った気
分を味わえます。

イラスト：萩原 まお

静岡在住イラストレーター。商品
開発室勤務を経て 2017 年に独
立。文房具好きで、文房具の商品
開発、文具店イベントを多数企画。

エイ出版「趣味の文具箱」にて漫画連載中。
ブログ：maoichi.com　Web サイト：maohagiwara.com

監修：ウェブマガジン「毎日、文房具。」

毎日の生活に欠かせない文房具を
幅広く紹介する、文房具に特化し
たウェブマガジン。新製品からロ
ングセラーのアイテム、文具店の

紹介、文房具の使い方を提案するコラムなど
を掲載しています。 Web サイト：mai-bun.com

めくった himekuri をブックレットに

貼るとあなただけの文房具店ガイド

に！スタンプラリーも楽しめます。

めくった himekuri をブックレットに

貼るとあなただけの文房具店ガイド

に！スタンプラリーも楽しめます。

カレンダー台紙サイズ：H50ｘW210mm
付せんサイズ：H38ｘW25mm 
ブックレットサイズ：A6　H148ｘW105mm
ブックレットページ数：64P   



himekuri sweets

監修：福島 槙子

普段は文具プラン
ナーとして文具業
界で活動している
が、実は無類の甘

いもの好き。スイーツの美味し
いカフェめぐりが日課。

イラスト：久米田 京子

DTP デザイナー &
イラストレーター。
今回は店舗スイー
ツのイラストを担

当しました。ねことホイップク
リームが好きです。

イラスト・デザイン：田知花 えみ

い ち ご ス イ ー ツ
が 大 好 き な イ ラ
ストレーター。オ
リ ジ ナ ル ス イ ー

ツを企画から担当しました。
http://emi-artdays.com/

New!

カレンダー台紙サイズ：H50ｘW210mm
付せんサイズ：H38ｘW25mm 
ブックレットサイズ：A6　H148ｘW105mm
ブックレットページ数：80P   

参加店舗一覧（五十音順、敬称略）
アップルアンドローゼス　アンリ・シャルパンティエ　大野屋　カフエ マメヒコ　越乃雪本舗大和屋　キャリコ　神戸フランツ
彩 果 の 宝 石　資 生 堂 パ ー ラ ー　ジ ャ ン ナ ッ ツ　ダ ン デ ラ イ オ ン・チ ョ コ レ ー ト　茶 香　デ イ リ ー ズ マ フ ィ ン　稲 豊 園
フルーツのウメダ　文房堂ギャラリーカフェ　本家長門屋

都内のスイーツがおいしいカフェ & 全国のお取り寄せスイーツ
ショップ計 �� 店舗とコラボレーションした、色とりどりのスイー
ツイラスト満載のカレンダー。付属のブックレットには店舗やス
イーツの情報がたっぷり。めくった himekuri を貼ってスイーツガ
イドを完成させてください。



オリジナル himekuri 作りませんか？

【お問い合わせ先】

株式会社ケープランニング

〒���-����　東京都文京区小石川 �-��-� 大久保ビル �F

TEL：��-����-����

E-mail：kinoshita.ryou@kkikaku.jp

キャラクターのイラスト、ペットや電車、趣味の写真など、

あなただけの素材を使って世界にひとつだけのオンリーワン「himekuri」が作れます。

小ロット（50個～）で作れるので、イベントグッズ、記念品、ノベルティに最適です。

詳細・価格表はこちら

https://himekuri.info/himekuri_original/



毎日使いたくなる、「トモエリバー」使用の A� ス
リムノートです。監修者・福島槙子のノートへの
こだわりを詰め込みました。

・「himekuri」を貼って、バレットジャーナルや日記として
・手帳と一緒に持ち運ぶ携帯用ノートとして
・万年筆で書き込むための、特別なノートとして

━毎日使いたくなる A5スリムノート━



コンパクトで書き込みやすい、A� スリムサイズ 

携帯性に優れ、机の上でも開いておきやすい A�
スリムサイズ。薄いトモエリバーもたわまない
絶妙なサイズ感です。

ぱたんと ��� 度開く、糸かがり製本

手で押さえなくても ��� 度平らに開くので、書
き込む時のストレスがありません。

表紙・罫線には遊び心とデザイン性を

窓付きの二重の表紙には、これまでのノートに
はない遊び心とデザイン性をプラスしました。
付せんを貼ってストックしておいたり、しおり
として活用することも可能です。

本文用紙はトモエリバー手帳用

万年筆での書き心地がよく、薄いのに裏抜けし
ません。ページ数はたっぷりと ��� ページ確保
しながらも、持ち運びやすい厚みのノートに仕
上がりました。



サイズ：A5スリム（H210ｘW105mm）
ページ数：110 ページ
本文用紙：トモエリバー手帳用（52.3g/ｍ2 ／クリーム）
本文罫：5mm方眼罫／グレー印刷
表紙：窓・折返しつき
 

サイズ：A5スリム（H210ｘW105mm）
ページ数：110 ページ
本文用紙：トモエリバー手帳用（52.3g/ｍ2 ／クリーム）
本文罫：5mm方眼罫／ブルー印刷
表紙：窓・折返しつき
 

サイズ：A5スリム（H210ｘW105mm）
ページ数：110 ページ
本文用紙：トモエリバー手帳用（52.3g/ｍ2 ／クリーム）
本文罫：5mmドット方眼系／ピンク印刷／肉球ドット入り
表紙：窓・折返しつき
 

himekuri note プレーン

himekuri note 文房具

himekuri note ねこ

罫線イメージ

罫線イメージ

罫線イメージ



日本の技術が詰めこまれたマスキングテープ専用
の収納ケース。マスキングテープをすっきりと収
納することができ、窓付きなので外からも柄を眺
める事ができます。
扉はマグネット式でピタッと閉じます。

━マスキングテープを飾りながら収納━



箱サイズ：H195ｘW220ｘD55mm
棚サイズ：H55ｘW205ｘD48mmｘ3 段
マスキングテープ収納数：約 38 個 （15mm 幅の場合）
 

箱サイズ：H195ｘW220ｘD55mm
棚サイズ：H55ｘW205ｘD48mmｘ3 段
マスキングテープ収納数：約 38 個 （15mm 幅の場合）
 

箱サイズ：H195ｘW220ｘD55mm
棚サイズ：H55ｘW205ｘD48mmｘ3 段
マスキングテープ収納数：約 38 個 （15mm 幅の場合） 

箱サイズ：H195ｘW220ｘD55mm
棚サイズ：H55ｘW205ｘD48mmｘ3 段
マスキングテープ収納数：約 38 個 （15mm 幅の場合）
 

himekuri masking tape case
ホワイト

himekuri masking tape case
ブルー

himekuri masking tape case
ピンク

himekuri masking tape case
ブラウン



���� 年度版「himekuri」ねこ・文房具からイラス
トを抜粋した「himekuri」柄のマスキングテープ。
手帳やノートのデコレーション、ラッピングなど
に活躍します。

サイズ：テープ幅 15mm × 長さ 5m  

━ 「himekuri」がマスキングテープになりました ━

マスキングテープ

himekuri マスキングテープ ねこ

サイズ：テープ幅 15mm × 長さ 5m  

himekuri マスキングテープ 文房具



made in japan

品番 商品名 種類 定価（税抜） 注文単位 JANコード 重量（1個）

KP0018-001 プレーン 980円 5 4580461650274 80ｇ
KP0018-002 文房具 980円 5 4580461650281 80ｇ
KP0018-003 ねこ 980円 5 4580461650298 80ｇ

品番 商品名 種類 定価（税抜） 注文単位 JANコード 重量（1個）

KP0021-001 white gray 1900円 5 4580461650441 42g
KP0021-002  colorful 1900円 5 4580461650458 42g
KP0021-003 ねこ 1900円 5 4580461650465 42g
KP0021-004  zoo 1900円 5 4580461650472 42g
KP0021-005
KP0021-006

文房具 2300円 5 4580461650489 260g
sweets 2300円 5 4580461650496 260g

品番 商品名 種類 定価（税抜） 注文単位 JANコード 重量（1個）

KP0020-001 ホワイト 3480円 2 4580461650380 450g
KP0020-002 ブルー 3480円 2 4580461650397 450g
KP0020-003 ブラウン 3480円 2 4580461650403 450g
KP0020-004 ピンク 3480円 2 4580461650410 450g

himekuri note

2021年度版himekuri

himekuri
masking tape case

(2021年 1月～12月のカレンダーです)

品番 商品名 種類 定価（税抜） 注文単位 JANコード 重量（1個）

KP0022-001 ねこ 450円 5 4580461650427 7ｇ
KP0022-002 文房具 450円 5 4580461650434 7ｇ

himekuri
マスキングテープ



【お問い合わせ先】
株式会社ケープランニング
〒���-����　東京都文京区小石川 �-��-� 大久保ビル �F
TEL：��-����-����　E-mail：kinoshita.ryou@kkikaku.jp

https://himekuri.info


	00_hyousi1
	01_hyousi2
	02_intro
	03_siro_color
	04_neko_zoo
	05_bungu
	06_sweets
	07_original
	08_note
	09_note
	10_note
	11_maste_case
	12_maste_case
	13_masking_tape
	14_hyou3
	15_hyou4

