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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　７つの曜日に分かれるように所定期間の日付が順次表示された日付表示枠を有する複数
のカレンダーシートと、
前記複数のカレンダーシートで共通に使用される、７つの曜日を表示するための曜日表示
用シートと、
前記曜日表示用シートに着脱自在に配置される、あらかじめ７つの曜日が表示された曜日
表示部材と
を有し、
前記曜日表示部材を前記曜日表示用シートに配置することで、前記複数のカレンダーシー
トの日付表示枠に表示された日付に対応して７つの曜日が表示される
カレンダー。
【請求項２】
　前記曜日表示部材がクリップ状であり、
前記クリップ状の曜日表示部材は、前記曜日表示用シートの端部を挟み込むように着脱自
在に取り付けられる
請求項１に記載のカレンダー。
【請求項３】
　前記曜日表示部材がプレート状であり、
前記プレート状の曜日表示部材は、前記曜日表示用シートに形成されたプレート固定部材
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により着脱自在に固定される
請求項１に記載のカレンダー。
【請求項４】
　前記複数のカレンダーシートには、前記曜日表示用シートに配置された前記曜日表示部
材に表示された曜日を視認するための窓が形成されている
請求項１～３のいずれか１項に記載のカレンダー。
【請求項５】
　１枚目のカレンダーシートには、３月１日から所定期間の日付が順次表示されており、
２枚目以降のカレンダーシートには、１枚前のカレンダーシートに表示された日付の末日
の翌日から所定期間の日付が、その曜日に対応する日付表示枠の位置から順次表示されて
おり、
最終枚目のカレンダーシートに表示された日付の末日は２月２９日である
請求項１～４のいずれか１項に記載のカレンダー。
【請求項６】
　前記所定期間が１ヶ月である
請求項１～５のいずれか１項に記載のカレンダー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記念日を記入するのに好適なカレンダーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　カレンダーは、一般に１年単位で構成されている。カレンダーには、通常、日付と曜日
が対応して印刷されており、次の年には日付と曜日の対応関係が変わってしまうため、年
が変わるごとに新しいカレンダーを購入する必要があった。また、毎年同じ日付で訪れる
記念日（誕生日や結婚記念日）を忘れないためにカレンダーに記入しても、次の年には新
しいカレンダーに再度記入する必要があった。
【０００３】
　毎年利用できる多年表示カレンダーとして、特許文献１には、七つの曜日表示に対応し
て複数の表示窓が形成されて成る曜日表示ケースと、一カ月分の日にちが七つの曜日に対
応して順次、数列状に配置されて成る日にち表示カードとを具え、前記曜日表示ケースに
、日にち表示カードを組み合わせることにより、表示窓から一カ月分の日にちを各曜日と
併せて表出するようにしたカレンダーが記載されている。
【０００４】
　また、記念日を記入するのに好適なメモリアルカレンダーとして、特許文献２には、複
数のカレンダー用紙を有し、各カレンダー用紙には所定の期間単位に対応した日付が表示
されており、各日付について、年記入欄、曜日記入欄、自由記入欄を設けたメモリアルカ
レンダーが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２３５３６１号公報
【特許文献２】特開２００７－１９０７９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載された多年表示カレンダーでは、今年の曜日を確認すること
は可能であるが、日にちの表示部を毎月変更する手間がかかるばかりか、表示部の日にち
が毎月変わってしまうことから、その余白に記念日を記入することができない。また、特
許文献２に記載されたメモリアルカレンダーでは、記念日の年月日や曜日を確認すること



(3) JP 6901326 B2 2021.7.14

10

20

30

40

50

は可能であるが、今年の曜日を確認することができず、通常のカレンダーとして利用する
ことは難しい。別途準備した曜日表示部材を貼り付けるなどして今年の曜日を表示する方
法も考えられるが、カレンダー用紙ごと（例えば１ヶ月ごと）に曜日表示部材を付け替え
る必要があり、とても手間がかかる。
【０００７】
　そこで、本発明は、記念日を記入するのに好適であり、かつ通常のカレンダーとして使
用する際に曜日表示を変更する頻度が少ないカレンダーを提供すること目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係るカレンダーは、７つの曜日に分かれるように所定期間の日付が順次表示さ
れた日付表示枠を有する複数のカレンダーシートと、
前記複数のカレンダーシートで共通に使用される、７つの曜日を表示するための曜日表示
用シートと、
前記曜日表示用シートに着脱自在に配置される、あらかじめ７つの曜日が表示された曜日
表示部材と
を有し、
前記曜日表示部材を前記曜日表示用シートに配置することで、前記複数のカレンダーシー
トの日付表示枠に表示された日付に対応して７つの曜日が表示される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、記念日を記入するのに好適であり、かつ通常のカレンダーとして使用
する際に曜日表示を変更する頻度が少ないカレンダーを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係るカレンダーの一構成例を示す模式図である。
【図２】本発明に係るカレンダーの一構成例を示す模式図である。
【図３】本発明に係るカレンダーが有する曜日表示シートの一構成例を示す模式図である
。
【図４】本発明に係るカレンダーの一構成例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明に係るカレンダーは、何年にも亘って使用可能な万年カレンダーであり、特に、
毎年同じ日付（月日）で訪れる誕生日や結婚記念日などの記念日を記入するアニバーサリ
ーカレンダーとして好適に使用することができる。本発明に係るカレンダーは、今年の年
月日と曜日の対応関係を確認することもできることから、通常のカレンダーとしても使用
することができる。本発明に係るカレンダーは、卓上タイプでもよく、壁掛けタイプでも
よく、手帳タイプでもよい。
【００１２】
　本発明に係るカレンダーの一構成例を図１に示す。図１に示すカレンダー１は、日付を
表示するカレンダーシート１０と、曜日を表示する曜日表示用シート２０で構成されてい
る。本発明に係るカレンダーでは、通常、複数のカレンダーシート１０に全体として１年
分の日付（２月２９日を含む）が記載されている。
【００１３】
　カレンダーシート１０は、所定期間の日付が順次表示された日付表示枠１１を有してお
り、その日付表示枠１１の内部又は近傍に日付が記載されている。１枚のカレンダーシー
ト１０に日付が表示される期間は、例えば、１日、１週間、２週間、１ヶ月、２ヶ月、３
ヶ月、４ヶ月、６ヶ月とすることができるが、一般的には１ヶ月とすることが多い。カレ
ンダーシート１０の枚数は、１枚のカレンダーシート１０に日付が表示される期間に応じ
て、通常は自動的に決まる。すなわち、１枚のカレンダーシート１０に日付が表示される
期間が１日であれば３６６枚、１週間であれば５３枚、２週間であれば２７枚、１ヶ月で
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あれば１２枚、２ヶ月であれば６枚、３ヶ月であれば４枚、４ヶ月であれば３枚、６ヶ月
であれば２枚となる。もちろん、カレンダーシート１０の枚数をこれら以外の枚数にする
ことも可能である。
【００１４】
　日付表示枠１１の数は、１枚のカレンダーシート１０に日付が表示される期間を考慮し
て適宜設定することができる。例えば、１枚のカレンダーシート１０に１ヶ月分の日付を
表示する場合、１ヶ月間の日数は最大で３１日であるから、３１個以上の枠が形成されて
いればよい。なお、「枠」というのは、図１に示すように日付ごとに線で区切られたもの
であってもよいが、必ずしも日付ごとに線で区切られている必要はなく、余白に記入した
記念日等と日付の対応関係が分かる程度に区分けされていればよい。
【００１５】
　ただし、日付表示枠１１は、その日付に対応する７つの曜日に分かれるように形成され
る。例えば、１枚のカレンダーシート１０に１ヶ月分の日付を表示する場合、図１に示す
ように、横７マス×縦６マスの碁盤目状に日付表示枠１１を配置し、左→右の順番（一番
右の次は一段下の一番左になる）に日付を順次表示すれば、７つの縦の列に記載された日
付がそれぞれ７つの曜日に対応することになる。なお、日付表示枠１１は、７つの曜日に
分かれるように構成されていればよいことから、例えば、横のマスの数を１４マス（７の
倍数）にしてもよく、縦と横が入れ替わっていてもよい。
【００１６】
　カレンダーシート１０には、図１に示すように、日付表示枠１１以外に、月表示部１３
を有していてもよい。また、図１に示すように、カレンダーシート１０の余白（例えば月
表示部１３の近傍）に、そのカレンダーシート１０の日付表示枠１１に表示された日付が
祭日や有名人の誕生日などの記念日に該当していれば、それを記載しておいてもよい。も
ちろん、祭日や有名人の誕生日などの記念日は、日付表示枠１１の内部に記載しておいて
もよい。
【００１７】
　本発明に係るカレンダー１は、１月はじまりでも構わないが、３月はじまりであること
が好ましい。すなわち、１枚目のカレンダーシート１０には、３月１日から所定期間の日
付が順次表示されており、２枚目以降のカレンダーシート１０には、１枚前のカレンダー
シート１０に表示された日付の末日の翌日から所定期間の日付が、その曜日に対応する日
付表示枠の位置から順次表示されており、最終枚目のカレンダーシート１０に表示された
日付の末日は２月２９日であることが好ましい。例えば、１枚のカレンダーシート１０に
１ヶ月分の日付を表示する場合、１枚目のカレンダーシート１０には３月の日付が記載さ
れており、２枚目～１２枚目のカレンダーシート１０にはそれぞれ４月～２月の日付が記
載されている（２月は２９日まで）ことが好ましい。
【００１８】
　２月は２８日までの年と２９日までの年があるのに対し、２月以外の月は年に関係なく
３０日又は３１日までと固定されている。すなわち、３月はじまりのカレンダーであれば
、１年間とおして曜日のズレは発生しない。２月の末日から３月１日になるときに曜日の
ズレが発生することになるが、本発明では、後述するように、複数のカレンダーシート１
０で曜日表示を共通に使用するため、そのズレが発生する２月から３月に変えるときだけ
（１年に１回）曜日表示を入れ替えれば、より好適な万年カレンダーとして使えることに
なる。
【００１９】
　曜日表示用シート２０は、あらかじめ７つの曜日が表示された曜日表示部材２１が配置
された状態で、カレンダーシート１０の日付表示枠１１に表示された日付に対応して曜日
を表示するためのシートである。曜日表示用シート２０は、通常、１枚目のカレンダーシ
ート１０の前に及び／又は最終枚目のカレンダーシート１０の後ろに配置され、複数のカ
レンダーシート１０で共通に使用される。曜日表示用シート２０に配置される曜日表示部
材２１は着脱自在な構造になっているため、年が変わって曜日配置が変わっても、使用す



(5) JP 6901326 B2 2021.7.14

10

20

30

40

50

る曜日表示部材２１やその配置順を変えることで正しい曜日表示をすることができる。な
お、曜日表示部材２１は、７つの曜日が表示された１つの部材でもよく、複数の部材に分
けてそれぞれに曜日が表示されていてもよい。
【００２０】
　例えば、図１に示すカレンダー１において、曜日表示用シート２０は、１枚目のカレン
ダーシート１０の前から及び最終枚目のカレンダーシート１０の後ろから、カレンダーシ
ート１０に比べて上部が飛び出すように配置されている。曜日表示用シート２０には、あ
らかじめ７つの曜日がそれぞれ表示された７つのクリップ状の曜日表示部材２１が、カレ
ンダーシート１０の日付表示枠１１に表示された日付に対応する曜日に合わせて、曜日表
示用シート１０の端部（上部）を挟み込むように取り付けられている。こうすることで、
複数のカレンダーシート１０で共通に曜日表示用シート２０を使用することができ、複数
のカレンダーシート１０の日付表示枠１１に表示された日付に対応して７つの曜日が表示
されるようになる。
【００２１】
　また、例えば、図２に示すカレンダー１では、最終枚目のカレンダーシート１０の後ろ
にのみ曜日表示用シート２０が配置されており、曜日表示用シート２０には、あらかじめ
７つの曜日が表示されたプレート状（板、紙、フィルムなど）の曜日表示部材２１が着脱
自在に固定されている。一方、複数のカレンダーシート１０には、曜日表示用シート２０
に配置された曜日表示部材２１に表示された曜日を視認するための窓１２が、曜日表示部
材２１と同じ位置に形成されている。こうすることで、複数のカレンダーシート１０で共
通に曜日表示用シート２０を使用することができ、複数のカレンダーシート１０の日付表
示枠１１に表示された日付に対応して７つの曜日が表示されるようになる。
【００２２】
　この場合の曜日表示シート２０には、プレート状の曜日表示部材２１を着脱自在に固定
させるプレート固定部材２２が設けられている。プレート固定部材２２としては、例えば
、図３に示すようにプレート状の曜日表示部材２１を側方から（上方からでも可能）挿入
可能なポケットでもよく、プレートを上下又は左右から挟み込みつつ固定するレールでも
よい。年によって変わる曜日配置によらず長年に亘り使用する場合には、７つの曜日が並
べて表示されている複数の曜日表示部材２１を準備する必要があることから、例えば曜日
表示シート２０には、それら複数の曜日表示部材２１のうち使わない曜日表示部材を収納
しておくプレート収納部２３が形成されていることが好ましい。
【００２３】
　曜日表示部材２１を磁石タイプにすることもできる。この場合は、曜日表示用シート２
０の曜日を表示する部分が、鉄、コバルト、ニッケルなどの強磁性体（磁石にくっつく材
料）で形成されており、磁石タイプの曜日表示部材２１をくっつけて使用することが好ま
しい。
【００２４】
　複数のカレンダーシート１０に窓１２が形成されている場合には、１枚目のカレンダー
シート１０の前に年表示用シート（不図示）を配置して、めくり終わったカレンダーシー
ト１０の窓１２から視認できる位置に、年が表示されている年表示部材３１を着脱自在に
固定することで、今年が何年であるかを確認することができる。なお、年表示用シートや
年表示部材３１の構成、その固定方法や収納方法は、曜日表示用シート２０や曜日表示部
材２１と同様とすることができる。
【００２５】
　以上のような本発明に係るカレンダーは、毎年同じ日付（月日）で訪れる誕生日や結婚
記念日などの記念日を記入するアニバーサリーカレンダーとして好適に使用することがで
き、しかも曜日表示を変更する頻度が少ない（３月はじまりとすれば１年に１回）ことか
ら、非常に使いやすいカレンダーである。なお、本発明に係るカレンダーは、通常のカレ
ンダーとしても使用することができ、例えば透明なフィルムを着脱自在に取り付けること
で、今年の予定を書き込むことも可能である。
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【符号の説明】
【００２６】
１　　カレンダー
１０　カレンダーシート
１１　日付表示枠
１２　窓
１３　月表示部
２０　曜日表示用シート
２１　曜日表示部材
２２　プレート固定部材
２３　プレート収納部
３１　年表示部材

【図１】 【図２】

【図３】
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