
石川紙業㈱発　　　いきいきした粋なあなたに活きのいい情報を心を込めて届けます　

１Ｐ　今月の新作
２Ｐ　仕入れ忘れはございませんか？干支申情報
３Ｐ　新作おひなさまピックアップ

2015年　12月号  NO.373 ４Ｐ　お手紙・こぼれ話
今月のテーマ「クリスマスの過ごし方」

今月の新作
大人の女性のみだしなみ
ひとこと箋　十二単　さくら　\400 ひとこと箋　十二単　つつじ　\400

9726 ﾛｯﾄ10 9727 ﾛｯﾄ10

ひとこと箋12×14㎝、12枚 ひとこと箋12×14㎝、12枚

ミニ封筒6.5×11㎝、3枚 ミニ封筒6.5×11㎝、3枚

日本製 日本製

花しらべ　新シリーズできました！！

12月中旬発売予定

大人気の花しらべ！今回は1枚に2種類のお花があしらってあります。

和紙のし袋　花しらべ　\300

ﾛｯﾄ10　　3枚入

春①13423 春②13424 夏①13425

秋①13426　　　　　　秋②13427 冬①13428

粋粋通信 12月

2015年12月1日に

ホームページが新しくなります
URL  www.ishikawa-shigyo.com     

社長いしかわ

豊かな日本の心をプレゼント

石川紙業株式会社        TEL 0575-33-0228     FAX　0575-35-1363
〒501-3721　岐阜県美濃市吉川町2382番地

いよいよ！当社のホームページがリニューアル(^^)
当社の持つ雰囲気や魅力が分かる、写真・文章に

尽力しました。

“私たちのものづくり”、“石川紙業の歴史”をぜひ
みてほしいです(^^)/

〒501-3721　岐阜県美濃市吉川町2382番地

E-MAIL　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 　　　URL  www.ishikawa-shigyo.com     



年末年始の必需品

この時期おすすめ商品

寒くなってきましたね。ここ美濃市では連日ノロウイルス警報がでています。

マスクやティッシュ、はんかちは夏場以上に手放せませんね。

つい忘れちゃったという人多いので、置いておくと喜ばれますよ。

お年玉袋　Wｾｯﾄ’2016　　　\25,000
33336 ﾛｯﾄ：1
和紙のし袋3種、和紙ポチ袋8種各10
（内容は入れ替え自由です！）

　　なごみいぬ13384

なごみねこ13383　　　　　　　　

忘れてはいけないのが『お年玉袋』！

お年玉袋(大)　　\300
ﾛｯﾄ10　　3枚入
9×18㎝、日本製

和装にも合いますよ
てぬぐいおしゃれ
マスク ねこ ５００円

33321 ﾛｯﾄ10
男性でも使用可能な大きめサイズ

てぬぐいティッシュ入 1個600

33322うさぎ、33323ねこ
ﾛｯﾄ10
ポケット有、ティッシュ付、綿100％

折り畳んだサイズ11.5×9㎝、日本製

9×18㎝、日本製
和紙の中包紙入りです

なごみうさぎ13382

13405なごみ申①

お年玉袋(小)　　\200
ﾛｯﾄ10　　3枚入
6.5×10.5㎝、日本製
和紙の中包紙入りです

なごみうさぎ①13385　 　　なごみうさぎ②13386　　　 　　なごみねこ①13387　    　なごみねこ②13388　　  　　　なごみいぬ①13389　　　　なごみいぬ②13390
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いしかわ社長わくわく日記

ロンドンパリリポート

干支申　素敵なディスプレイのご紹介　

フランス・パリのテロをたいへん遺憾に思います。11月1日～8日岐阜県・美
濃市共催のロンドンとパリの美濃和紙展示会に、紙業連合会の代表として、
本美濃紙・美濃和紙雑貨の市場視察に参加。

両会場で、武義高コラボの和紙ころころの体験教室を開催 (^^) どちらの
国でも大好評の和紙ころころでした！作り手もころころと同じ笑顔になる、
とっても楽しい時間でした。今回は初着物で講師に挑戦（！）初日は朝の大
英博物館視察から着物、 終日パリで着替えた靴を忘れて、雪駄で帰国と
思い出もでき、着物ファンになりました (^^; 2月のギフトショーも着物で、皆
様にお会いしようかなぁ(^^) 大英博物館では、ピカソの絵はじめ展示品に
本美濃紙が使われている、驚きの修復現場を視察させていただきました。

今後の和雑貨の展望はもちろん、県・市、美濃和紙の発展につながる、た
いへん有意義な時間でした。留守中の社員の皆様、お世話になりましてあり
がとうございました。

干支申　素敵なディスプレイのご紹介　
先日のアンケートでも、ディスプレイに悩むお客様の声がありました。
そこで、とっても素敵にディスプレイされているお店様を
ご紹介させて頂きます！

写真掲載を快くご了承いただきまして
ありがとうございます！すっごく勉強になりました。 縁起の良い赤を基調に景気良く
筆の手書きPOPや値札も雰囲気がでますね。 おさるさんを並べてアイキャッチ❤

赤もうせんの対比色緑をベースにして 生成色と木の素材をベースに和室を
赤を際立たせ賑やかに沢山のおさるさん イメージさせ、沢山のおさるさん❤
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これからの夢
春には、とうとう子供のいない生活が

田内孝志より

お得意先の皆さま、いつも粋粋通信をご愛読頂き誠にありがと
うございます。
またまた久しぶりに田内の順番がやって参りました。
季節がとてもよくなり絶好の行楽シーズンになりましたので、そ
んな話題でもどうかと考えましたが、やはり今回は私が現在取り
組んでいる新商品のPRをさせて頂きたいと思います。

長年にわたって数多くの皆さまに愛され続けてきた当社のロン
グランヒット商品である のし袋 花しらべシリーズですが、こ
の度在庫限りの廃番商品となりました。

本当に多くのお客様から廃番を惜しむ声をたくさん頂戴し、社
員一同、心より深く感謝を申し上げます。 何とかこの商品に替
わる新商品を早くお客様のお手元に届けたいと強く熱望していま
したが、なかなか新しいデザインを決定することができず、私自
身も本当に悩ましい日々を過ごして参りました。
しかしやっとそのデザインも先月末に決定し、いよいよ今月から
生産の運びとなります。

商品が出来上がり出荷できるまでには まだしばし時間が必要と
なりますが、それでも来月には皆様のお手元にお届けできると思
います。

前商品同様、とても魅力的な商品に仕上がっておりますので、
ぜひとも新しい花しらべシリーズをご愛顧頂きます様、どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

こんにちは！社長の石川道大です(^^)/

今号は、わが社の田内孝志常務を紹

介します！
田内常務のすごいところは、和雑貨メー

カー営業ひと筋２８年（！）今年で５１歳が
信じられないくらい、エネルギッシュでアク
ティブです(^^)
この業界で知らないことはなく、自社とアウ
トソーシングを使った企画販売がうまい！
和雑貨業界で、全国５本の指に入る名営
業、和雑貨プロデューサーだと思います。
今後とも、常務田内をどうかよろしくお願い
申し上げます。

石川社長のわくわく通信
2015.11.20

春には、とうとう子供のいない生活が

始まる予定なので”何かしよう”と奮闘中です。

来年５月に開店するアンテナショップ、 生産：古田 おすすめあったら教えて下さい

ときどき着物で販売したい(^^)
社長いしかわ

当面の間は息子の夢をサポートすること！

無事せいちょうしたら自分のことを思いっきり

テーマパークのはしご！ やりたいです

まず近場から長島、それからUSJに富士急 生産：清水

TDLでどうでしょうか♪♪

出荷：松山

まずは2020年　東京オリンピックを

見に行きたい！！

自分の健康管理も兼ねて 営業：みのわ

テニスでも始めてみたいかな

営業たうち

みこ

素敵な家庭を築く！！！！！ 全国各地を旅したい！

頑張ります（＾＾） 出雲大社で日本人のルーツを探り、宝塚で熱狂し

営業：佐藤 大相撲見て座布団投げるのが来年の目標です。

必ずリラクゼーション盛り込みます！

年末年始休業日のお知らせ
下記の日にお休みを頂戴します。宜しくお願い申し上げます。

12月26日（土）～1月3日（日）

豊かな日本の心をプレゼント
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石川紙業　（株）　宛　　　　ＦＡＸ　：　０５７５－３５－１３６３
ＴＥＬ　： ０５７５－３３－０２２８

2015年　粋粋通信12月号　NO3７3　注文書
1ページ 今月の新作　 この他のご注文どしどしおまちしておりまーす

ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 注文数 ↓下記の空欄にご記入下さいませ！

9726 ひとこと箋　十二単　さくら ¥400

9727 ひとこと箋　十二単　つつじ ¥400

13423 和紙のし袋　花しらべ　春① ¥300

13424 和紙のし袋　花しらべ　春② ¥300

13425 和紙のし袋　花しらべ　夏① ¥300

13426 和紙のし袋　花しらべ　秋① ¥300

13427 和紙のし袋　花しらべ　秋② ¥300

13428 和紙のし袋　花しらべ　冬① ¥300

2ページ この時期おすすめ商品

33322 てぬぐい　ティシュ入　うさぎ ¥600

33323 てぬぐい　ティシュ入　ねこ ¥600

33321 てぬぐいおしゃれマスク　ねこ ¥500

13382 お年玉袋(大)なごみうさぎ ¥300

13383 お年玉袋(大)なごみねこ ¥300

13384 お年玉袋(大)なごみいぬ ¥300

33336 お年玉袋　Wｾｯﾄ’2016 ¥25,000

13405 お年玉袋(小)なごみさる① ¥200

13385 お年玉袋(小)なごみうさぎ① ¥200

13386 お年玉袋(小)なごみうさぎ② ¥200

13387 お年玉袋(小)なごみねこ① ¥200

13388 お年玉袋(小)なごみねこ② ¥200

13389 お年玉袋(小)なごみいぬ① ¥200

13390 お年玉袋(小)なごみいぬ② ¥200

貴社名

電話番号

↓ご希望のお客様は下記に☑チェックを入れて下さいませ

美濃和紙ブランドシール

希望納期


