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トラベラーズノート 
パスポートサイズ
2016月間
¥3,400　出荷単位1　

トラベラーズノート 
2016月間
¥4,100　出荷単位1　

トラベラーズノート 
2016週間 +メモ
¥5,100　出荷単位1　

トラベラーズノート 
2016週間バーチカル
¥5,100　出荷単位1　

トラベラーズノート 
パスポートサイズ
2016週間
¥4,100　出荷単位1　

¥800　出荷単位5　

14359006
トラベラーズノート 
リフィル2016
月間

¥1,800　出荷単位5　

14360006
トラベラーズノート 
リフィル2016
週間 +メモ

¥1,800　出荷単位5　

14361006
トラベラーズノート 
リフィル2016
週間バーチカル

¥640　出荷単位5　

14362006
トラベラーズノート 
パスポートサイズ
リフィル2016
月間

¥1,340　出荷単位5　

14363006
トラベラーズノート 
パスポートサイズ
リフィル2016
週間
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28853006
2016 月間 黒

28854006
2016 月間 茶

28855006
2016 週間 +メモ 黒

28856006
2016 週間 +メモ 茶

28857006
2016 週間バーチカル 黒

28858006
2016 週間バーチカル 茶

28859006
パスポートサイズ 
2016 月間 黒

28860006
パスポートサイズ 
2016 月間 茶

28861006
パスポートサイズ
2016 週間 黒

28862006
パスポートサイズ 
2016 週間 茶

トラベラーズノート 2015.09
メーカー出荷日 9月8日

¥360 　出荷単位5　¥800 　出荷単位5　

40217006
トラベラーズノート
パスポートサイズ
下敷　2016　パンナム

¥320 　出荷単位5　

本体サイズ／H210×W106×D1mm
裏面／5mm方眼、20cmスケール 　
PP製

本体サイズ／H124×W85×D1mm
裏面／5mm方眼、10cmスケール 　
PP製

パッケージサイズ／
H210×W110×D1mm
PET、紙製　6枚入

カスタマイズシール 
2016ダイアリー用 パンナム

下敷 2016 パンナム

パスポートサイズ 下敷 
2016 パンナム

40216006
トラベラーズノート　下敷
2016　パンナム

82235006
トラベラーズノート　カスタマイズシール　
2016ダイアリー用　パンナム

パンナム コラボレーション



サイズ・スペック表

表紙を留めるゴムは色違いのスペアがパッケージされています。 
好きな色を選んでご使用下さい。

28859006

28860006

28861006

28862006

トラベラーズノート パスポートサイズ  2016  月間  黒

トラベラーズノート パスポートサイズ  2016  月間  茶

トラベラーズノート パスポートサイズ  2016  週間  黒

トラベラーズノート パスポートサイズ  2016  週間  茶

28853006

28854006

28855006

28856006

28857006

28858006

トラベラーズノート 2016 月間 黒

トラベラーズノート 2016 月間 茶

トラベラーズノート 2016 週間+メモ 黒

トラベラーズノート 2016 週間+メモ 茶

トラベラーズノート 2016 週間バーチカル 黒

トラベラーズノート 2016 週間バーチカル 茶

■パッケージ／H233×W155×D16mm
■コットンケース／H240×W150mm：布製
■カバー本体／H218×W130×10mm：牛革製
■ダイアリーリフィル／H210×W110mm
■スペアゴムバンド／黒→赤ゴム、茶→オレンジゴム

■ダイアリーガイド（シール付）

表紙を留めるゴムは色違いのスペアがパッケージされています。 
好きな色を選んでご使用下さい。

■パッケージ／H145×W115×D16mm
■コットンケース／H153×W120mm：布製
■カバー本体／H134×W105×10mm：牛革製
■ダイアリーリフィル／H124×W89mm
■スペアゴムバンド／黒→赤ゴム、茶→オレンジゴム

■ダイアリーガイド（シール付）

パッケージ内容商品名商品コード

XX

XX XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

サイズ／H210×W110×D3mm
年間カレンダー、年間スケジュール、
月間スケジュール（2015年12月～2017年1月）、
旅情報、メモ … 計48P
ダイアリーガイド（シール付）

サイズ／H124×W89×D3mm
年間カレンダー、年間スケジュール、
月間スケジュール（2015年12月～2017年1月）、
旅情報、メモ … 計48P
ダイアリーガイド（シール付）

サイズ／H210×W110×D8mm
年間カレンダー、月間スケジュール、
1週間スケジュール+セクションメモ
 … 計68P×2冊
ダイアリーガイド（シール付）

※パッケージ内に【1月～6月】
【7月～12月】の2冊入

サイズ／H124×W89×D8mm
年間カレンダー、月間スケジュール、
1週間スケジュール … 計68P×2冊
ダイアリーガイド（シール付）

※パッケージ内に【1月～6月】
【7月～12月】の2冊入

サイズ／H210×W110×D8mm
年間カレンダー、月間スケジュール、
週間バーチカル … 計68P×2冊
ダイアリーガイド（シール付）

※パッケージ内に【1月～6月】
【7月～12月】の2冊入

14359006
トラベラーズノート リフィル 2016 
月間

14360006
トラベラーズノート リフィル 2016 
週間+メモ

14361006
トラベラーズノート リフィル 2016 
週間バーチカル

14362006
トラベラーズノート パスポートサイズ 
リフィル 2016 月間

14363006
トラベラーズノート パスポートサイズ 
リフィル 2016 週間


