2019年
カレンダー
今年のポスターカレンダーは、2017年に
『300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊』が日本遺産に認定されたことを受けて、
「日本遺産へようこそ」をテーマとしています。
美しいきものと日本遺産の写真と共に、丹後ちりめん発祥の地を感じていただきます。
レギュラーカレンダーは、
「丹後 歳時記」です。丹後地域の四季折々の行事を
オシャレなスケッチ風イラストでご紹介いたします。
季節・行事に合わせたきものでお楽しみください。
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大胆な柄の帯、帯締めを
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ます。

まとめた装いです。

5月・6月

7月・8月

淡い色あいとリズミカル

内藤理沙さんにお召しい
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な上品な付け下げ。きも
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と裾のぼかし友禅が目を
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11月・12月
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い感覚のきものスタイル
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に仕上げました。
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調高い装いです。

PROFILE
2003年10月23日 京都府出身
趣味・特技はクラシックバレエ
〈2017 年〉第 15 回 全日本 国 民
的美少女コンテスト」グランプ
リ( 応募総数は80,150通 ) ／
「沸騰ワード10」／「Doctor-X
外科医・大門未知子～」シー
ズン5第9話メインゲスト プリ
マを目指す少女、九重遥役で
女優デビュー。 他
株式会社オスカープロモーション所属

井本

彩花

是永

［いもと あやか］

瞳

［これなが ひとみ］

1995年7月15日 大分県生まれ
趣味は料理、スポーツ、グルメリ
サーチ
〈2016年〉
「第1回ミス美しい20
代コンテスト」グランプリ
〈2017年〉
「Doctor-X 外科医・
大門未知子～」シーズン5 レ
ギュラー出演
〈2017年〉全日本空手道連盟公認
「TOKYO2020オリンピック空手
スペシャルアンバサダー」就任
〈2018 年〉BS JAPAN「池 波 正
太郎時代劇・光と影」第十話・
谷中首ふり坂 おやす役／テ
レビ朝日「ハゲタカ」 レギュ
ラー出演
株式会社オスカープロモーション所属

水沢

エレナ

［みずさわ えれな］

1992年3月21日 愛知県生まれ
趣味は料理、散歩、読書
2003 年、小 学 館「ちゃお」にて、
『ニーナを探せ !! モデルオーディ
ション』ニーナ 賞 を 受 賞し、デ
ビュー。2006 年より Seventeen
の専属モデルとなり、その後 nonno、Oggi の専属モデルを務める
〈2013年〉EX「ドクターⅩ ～外
科医・大門未知子～」
〈2016年〉TBS「せいせいする
ほど、愛してる」
〈2017年〉NTV「フランケンシュ
タインの恋」
〈2018年〉TOKYO MX「＃( ハッ
シュタグ )」主演／ NTV「Miss
デビル 人事の悪魔・椿眞子」／
秋公開予定 映画「黒蝶の秘密」
株式会社オスカープロモーション所属

内藤

理沙

［ないとう りさ］

1989年1月10日 群馬県生まれ
（*ぐんま特使 *）
趣味は御朱印集め、ラグビー観戦
「第8回全日本国民的美少女コ
ンテスト」ファイナリスト
〈2012年〉
「37歳で医者になっ
た僕～研修医純情物語～」で
女優デビュー。
〈2014 年〉
「Doctor-X 外 科 医・
大門未知子～」
〈2016年〉
「ダメな私に恋してく
ださい」
〈2017 年〉
「忠 臣 蔵 の 恋 ～
四十八人目の忠臣～」／「黒
革の手帖」
〈2018 年〉
「家 政 夫のミタゾノ」
他
株式会社オスカープロモーション所属

2019 KIMONO CALENDAR
※法律の改正等により国民の祝日・休日が変更になる場合があります。

この申込み書のカレンダー見本は、
切り離して卓上カレンダーとしてご利用いただけます。

2019年
カレンダー
お申込み方法
お申込みの際は同封の2枚の用紙
（申込用紙・振込用紙）
にご記入く
ださい。

●御社名を刷り込んで、オリジナルカレンダー。
●暮れのご挨拶やお歳暮の贈り物にも最適。
●御社の販促プランによって選べる2タイプ。
タイプは2種類あります。お好みのタイプをお選びください。
いずれも、消費税・送料込み／2ヶ月めくり／店名刷り込みスミ1色

（消費税込み）
を
※ご注意：お申込み部数が各サイズ99部以下の場合は、店名の刷り込み代3,000円
いただきます。各サイズ100部以上は刷り込み代は無料です。

ポスター
サイズ

レギュラー
サイズ

頒価1部

720円（消費税・送料込み）

●90㎝×61㎝●見応えのある大画面サイズ
●クオリティの高い豪華な仕上がり

頒価1部

360円（消費税・送料込み）

●75㎝×34㎝●扱いやすいコンパクトサイズ
●リーズナブルなお手頃価格

お申込みは簡単です。
■お申込み用紙に必要事項をご記入の上、同封の封筒にてご返送く
ださい
（記入方法については記入例をご覧ください）
。
■新規のお申込みの方で指定のロゴがある場合は同封してください。
個人情報の取扱いについて
ご記入いただきました個人情報につきましては、
以下の目的に限り、丹後織物工業組合および大
日本印刷株式会社にて共同利用いたしますの
で、あらかじめご了承ください。なお、カレンダー
購入のお申込みをいただいた場合は、この取扱
いにご了承いただいたものとみなします。また、
個人情報の登録内容の変更または、削除をご希
望される場合には、申込書にその旨をご記入い
ただくか、別記の弊社問い合わせ先までご連絡
ください。
利用目的

申込用紙
9

9

28

金

9

9
720

360

360

720

カレンダーのお申込み内容またはご入金状況の確認・問い合わせ、カレンダーの発送、

その他カレンダーに関する諸連絡

ご入金はゆうちょ銀行または郵便局より。
■同封の振込用紙にてお近くのゆうちょ銀行または郵便局よりお振
込ください。
■領収書はゆうちょ銀行または郵

振込用紙

便局より発行されるものを保管
してください（弊社からは発行
いたしません）
■現 金、小切手、手形などでのお
支払いはご遠慮ください。

お申込み締切は9月28日
（金）
です。
お申込み
（代金のお振込み）
は9月28日
（金）
までにお願いいたします。
また、お申込み締切日にかかわらず、なくなり次第終了とさせてい
ただきます。
電話でのお申込み、代金振込のないお申込みは受け付けておりませ
んのでご注意ください。
※入金の確認をもってお申込みの受け付けとさせていただきます。

納品はお申込み順です。
納品は10月下旬から開始いたしますが、社名の印刷作業の工程上、
お申込みの順とさせていただきます。お急ぎの場合はできるだけお
早めにお申込みください。
お申込み・お問い合わせ先
大日本印刷株式会社

丹後ちりめんカレンダー係

〒542-8711 日本郵便
（株）大阪南郵便局 私書箱101号
TEL.06-6535-2197

2019 KIMONO CALENDAR
※法律の改正等により国民の祝日・休日が変更になる場合があります。

この申込み書のカレンダー見本は、
切り離して卓上カレンダーとしてご利用いただけます。

お問い合わせ電話については、お申し込み用紙お届け後から12月27日
（木）
までとなります。

