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カーボンオフセットの

エコカレンダー

出典：環境省ホームページ（https://www.env.go.jp/） 「脱炭素ポータル」を元に作成

必要最小限の
温室効果ガス排出

カーボンオフセット等の
吸収促進

ひとびとの生活が便利になった一方、地球環境は悪化し続けています。
　・温室効果ガス排出の急激な増加や森林伐採などによる、気候変動や異常気象
　・プラスチックごみによる海洋をはじめとした生態系への影響や漁獲量の減少
　・石油資源の枯渇や環境悪化による水や食料・エネルギーの不足
これらの問題にしっかりと向き合い、 豊かな生物多様性と安心して暮らせる世界
を未来へ残せるようこれからも取り組み続けます。

2015年に採択されたパリ協定に基づき、2020年
に政府は2050年に向けてカーボンニュートラルを
目指すことを宣言しました。CO2をはじめとする温
室効果ガスの「排出量」から、植林等による「吸収
量」を差し引いて、温室効果ガスの排出量合計を実
質的にゼロにすることを意味しています。

 “カーボンニュートラル”社会実現のために

カーボンオフセットのカレンダーに変えてみませんか？
企業努力ではどうしても削減しきれない温室効果ガスを、植林等の温室効果ガス削減プロジェクトを支援
することでCO2をオフセットする事が出来ます。⃝このカレンダーはCO2の排出を±0にしています。

あなたの会社も

CO2排出±0
温室効果ガス排出量を

実質的にゼロへ！

創業75年信頼の  株式会社

環境保護のための
技術革新

負荷の少ない
経済活動

“3R”を意識した
消費行動

エ コ と 使 い や す さ を 両 立
主原料は紙の新素材リング（SDG's） 使用後は可燃ごみへ（分別不要） 便利な新提案（書き込みやすい）

主原料が紙でできたエコ素材のリング。
環境にやさしい新製品です。

紙製品として、使用後はそのまま可燃ごみへ。
リングの取り外しは不要です。

フラットに倒せる独自の形状なので、書き込みが
簡単できれいに書けます。



カーボンオフセット卓上カレンダー  仕様一覧
商品名 グリーンエコカレンダー（A6サイズ） グリーンエコカレンダー（B6サイズ） カラフルエコカレンダー（B6サイズ） シンプルエコカレンダー（B6サイズ）

商品画像

品　番 TS-100 TS-300 TS-320 TS-330

仕様

梱包形態 OPP 袋個包装 OPP 袋個包装 OPP 袋個包装 OPP 袋個包装

カートン入数 100 冊入 ( 中箱 25 冊入×4 箱） 100 冊入 ( 中箱 25 冊入×4 箱） 100 冊入 ( 中箱 25 冊入×4 箱） 100 冊入 ( 中箱 25 冊入×4 箱）

カートンサイズ 359×625×179mm 415×720×210mm 415×720×210mm 415×720×210mm

中箱サイズ 169×300×139mm 205×345×175mm 205×345×175mm 205×345×175mm

ケースサイズ 130×148×13mm 
本体を折りたたんだ状態（リング含む）

160×182×13mm 
本体を折りたたんだ状態（リング含む）

160×182×13mm 
本体を折りたたんだ状態（リング含む）

160×182×13mm 
本体を折りたたんだ状態（リング含む）

パッケージサイズ 132×158×13mm 164×193×13mm 164×193×13mm 164×193×13mm

パッケージ重量 標準品：58.0g　名入れカード付：60.7g 標準品：88.0g　名入れカード付：92.2g 標準品：88.0g　名入れカード付：92.2g 標準品：88.0g　名入れカード付：92.2g

パッケージカートン重量 標準品：7.8kg　名入れカード付：8.7kg 標準品：11.2kg　名入れカード付：11.6kg 標準品：11.2kg　名入れカード付：11.6kg 標準品：11.2kg　名入れカード付：11.6kg

カードサイズ 表紙＋各月（13 枚）：105×148mm
名入れカード（1 枚）：123×148mm

表紙＋各月（13 枚）：128×182mm
名入れカード（1 枚）：153×182mm

表紙＋各月（13 枚）：128×182mm
名入れカード（1 枚）：153×182mm

表紙＋各月（13 枚）：128×182mm
名入れカード（1 枚）：153×182mm

カード合計枚数 13 枚または 14 枚（名入れカード付） 13 枚または 14 枚（名入れカード付） 13 枚または 14 枚（名入れカード付） 13 枚または 14 枚（名入れカード付）

材質
台紙 サンカード 40kg サンカード 40kg サンカード 40kg サンカード 40kg

カード マットコート紙 135kg マットコート紙 135kg マットコート紙 135kg マットコート紙 135kg

名入

範囲 11×130mm 15×160mm 15×160mm 15×160mm

箔押し（台紙） ○ ○ ○ ○

シルク印刷（台紙） ○ ○ ○ ○

オンデマンド印刷
（名入れカード） ○ ○ ○ ○

カーボンオフセット排出量 67g（標準品） 97g（標準品） 97g（標準品） 97g（標準品）

備　考
オンデマンド印刷：台紙、リング　白のみ
シルク印刷・箔押印刷：台紙、リング　白・黒
eco 紙プラリング 3 山（12.7mmピッチ）

オンデマンド印刷：台紙、リング　白のみ
シルク印刷・箔押印刷：台紙、リング　白・黒
eco 紙プラリング 3 山（12.7mmピッチ）

オンデマンド印刷：台紙、リング　白のみ
シルク印刷・箔押印刷：台紙、リング　白・黒
eco 紙プラリング 3 山（12.7mmピッチ）

オンデマンド印刷：台紙、リング　白のみ
シルク印刷・箔押印刷：台紙、リング　白・黒
eco 紙プラリング 3 山（12.7mmピッチ）

商品名 インデックスエコカレンダー（B6サイズ） 5 連エコカレンダー（B6サイズ） 5 連エコカレンダー（A5サイズ） ツートンエコカレンダー（B6サイズ）

商品画像

品　番 TS-360 TS-500 TS-550 TS-600

仕様

梱包形態 OPP 袋個包装 OPP 袋個包装 OPP 袋個包装 OPP 袋個包装

カートン入数 100 冊入 ( 中箱 25 冊入×4 箱） 100 冊入 ( 中箱 25 冊入×4 箱） 50 冊入 ( 中箱 25 冊入×2 箱） 100 冊入 ( 中箱 25 冊入×4 箱）

カートンサイズ 415×720×210mm 415×720×210mm 485×365×230mm 415×720×210mm

中箱サイズ 205×345×175mm 205×345×175mm 225×340×200mm 205×345×175mm

ケースサイズ 160×182×13mm 
本体を折りたたんだ状態（リング含む）

160×182×13mm 
本体を折りたたんだ状態（リング含む）

185×210×13mm 
本体を折りたたんだ状態（リング含む）

160×182×13mm 
本体を折りたたんだ状態（リング含む）

パッケージサイズ 164×193×13mm 164×193×13mm 189×220×13mm 164×193×13mm

パッケージ重量 標準品：87.0g　名入れカード付：91.2g 標準品：88.0g　名入れカード付：92.2g 標準品：116.4g　名入れカード付：121.0g 標準品：70.3g 名入れカード付：74.6g

パッケージカートン重量 標準品：11.1kg　名入れカード付：11.5kg 標準品：11.2kg　名入れカード付：11.6kg　 標準品：7.2kg　名入れカード付：7.5kg 標準品：9.5.kg 名入れカード付：9.9kg

カードサイズ 表紙＋各月（13 枚）：128×182mm
名入れカード（1 枚）：153×182mm

表紙＋各月（13 枚）：128×182mm
名入れカード（1 枚）：153×182mm

表紙＋各月（13 枚）：148×210mm
名入れカード（1 枚）：178×210mm

表紙＋各月（8 枚）：128×182mm
名入れカード（2 枚）：153×182mm

カード合計枚数 13 枚または 14 枚（名入れカード付） 13 枚または 14 枚（名入れカード付） 13 枚または 14 枚（名入れカード付） 9 枚または 10 枚（両面名入れカード付）

材質
台紙 サンカード 40kg サンカード 40kg サンカード 40kg サンカード 40kg

カード マットコート紙 135kg マットコート紙 135kg マットコート紙 135kg マットコート紙 135kg

名入

範囲 15×160mm 15×160mm 19×190mm 15×160mm

箔押し（台紙） ○ - - -

シルク印刷（台紙） ○ - - -

オンデマンド印刷
（名入れカード） ○ ○ ○ ○

カーボンオフセット排出量 97g（標準品） 97g（標準品） 132g（標準品） 97g（標準品）

備　考
オンデマンド印刷：台紙、リング　白のみ
シルク印刷・箔押印刷：台紙、リング　白・黒
eco 紙プラリング 3 山（12.7mmピッチ）

オンデマンド印刷：台紙、リング　白のみ
eco 紙プラリング 5 山（8.47mmピッチ）

オンデマンド印刷：台紙、リング　白のみ
eco 紙プラリング 5 山（8.47mmピッチ）

オンデマンド印刷：台紙、リング　白のみ
eco 紙プラリング 5 山（9.5mmピッチ）
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