
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　　2016年　夏キャンペーン
２P　　2016年　夏の新作　ピックアップ
３P　　今月のトピック

2016年　5月号  NO.378 ４P　　わくわく通信・お手紙・こぼれ話
今月のこぼれ話テーマは「健康のためにしてる事」 別紙：2016年　夏カタログ

夏キャンペーン　４/21～7月末
＜キャンペーン内容＞

夏カタログ掲載商品から下代合計2万円以上ご購入のお客様に

下記のお好きな夏色商品どれか1点プレゼント！！

2016年夏・数量限定セレクト友禅柄で
人気のロングセラー商品をピックアップして製作しました。

柄を揃えて「夏の和雑貨コーナー」いかがですか。
注目度アップです。

*ご注文の際は、商品名と下記の名称をご記入下さいませ。
商品アイテム
和紙六角箱(大)￥800　　　　２柄（うずまき/鳥獣戯画）

粋友禅染うちわ￥1,000　　　５柄

友禅フォトスタンド￥850　　　６柄

和紙トレイ(小）￥600　　　　　６柄

友禅和紙ティッシュ入￥600　　６柄

友禅メモ帳￥400　　　６柄

べんりマグネット友禅￥400　　花・丸・星・四角

＊ご注文は添付の注文書をご利用下さいませ。
*各商品の仕様やアイテムにご不明な場合は営業部（田内・箕輪・佐藤）までお問い合わせ下さいませ。

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

E-MAIL　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 　　　URL  www.ishikawa-shigyo.com     
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夏カタログに新作満載ですよ！ぜひ、お見逃しなく！

2016年　夏の新作　ピックアップ
ほんわか優しい柄で小判型がかわいいよ❤
粋・友禅染うちわ小判型　1本￥1,000

33342
ﾛｯﾄ10、17.5×37.5㎝、5柄アソート、日本製

みずたま　　　うずまき　　　蝶　　　　　小紋　　　　　　格子

大人気の柄が登場

ちぎり絵タペストリー(小）

¥1,500

花火11259、朝顔11260
ﾛｯﾄ：1、15×40㎝、日本製

日本のちぎり絵作家が
丁寧に製作しています。

柄は2016年夏キャンペーンチラシを

2016年セレクト友禅柄 ご参照下さいませ

和紙トレイ(小)1個￥600

7107
ﾛｯﾄ：10、13.5×13.5×深さ2㎝

6柄アソート、日本製

2016年セレクト友禅柄 2016年セレクト友禅柄

和紙六角箱（大） 和紙六角箱（大）

鳥獣戯画￥800 うずまき￥800

7105 7106
ﾛｯﾄ：10、直径13×深さ6㎝、日本製 ﾛｯﾄ：10、直径13×深さ6㎝、日本製

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

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

NEW

こもん巾着 1個￥500

10180

ﾛｯﾄ10、全8柄、12×13㎝

綿100%、生地：文

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



2020年に向けた販促品＆インバウンド商品コンテスト　大賞受賞！！

素敵なディスプレイのご紹介

先日、私が伺ったお店様の
てぬぐい販売コーナーが素敵にディスプレイ
をご紹介させて頂きます。
てぬぐいを使って茶缶を包んでかわいく展示してました。
ぜひ、参考にしてみてください！

ワークショップ開きます

4月29日（金）昭和の日の名古屋港水族館で
和紙ころころのワークショップを開きます！！
家族みんなで楽しめますよ（＾＾）

ゴールデンウィーク休みのお知らせ

いつもご愛顧いただきまして、ありがとうございます。
Ｇ．Ｗはカレンダー通りのお休みを頂きます。 金 土
宜しくお願い申し上げます。 4/29

休
4/30
休

5/1
休

5/2
営業

5/3
休

5/4
休

5/5
休

5/6
営業

5/7
休

5/8
休

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

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

2016年4月13日（水）～15日（金）

池袋サンシャインシティで開催の

プレミアムインセンティブショー春

2016で、石川紙業の衣装こけしが、

2020年に向けた販促品＆インバ

ウンド商品コンテスト大賞をいただ

きました！

佐藤



　2017年　干支酉　4月よりサンプルご覧頂けます
今、最終調整中です。ご希望のお客様には4月にはご覧頂けますので、
ご希望の場合は、営業部までお気軽にお問い合わせ下さいませ！！

田内 箕輪 佐藤

出荷部リーダー：古田

　

健康のためにしている事
健康は体だけでなく、心の運用も大事かな
と感じる歳になりました。ネコを抱っこしてます！
社長いしかわ

暴飲暴食をしない 最近、スーパーフードを摂り始めました
イヤな事があるとつい食に チアシードの効果に期待！
はしってしまいます。 営業さとう
出荷まつやま

薄味にする。適度な運動などなど日頃から

細々とテニスを始めました。 健康には気をつけているつもりです。

60歳すぎの元気なおじさんたちに でも、何よりおなかをかかえて笑う事が
遊ばれています。 一番のストレス解消です！！

営業たうち 営業みのわ

体質改善のために足もみを続けて2年。

腹八分目！ 足が細くなったことと、花粉症が

を目標にしてます。 和らいだのが嬉しい。

それがなかなか実行できないですが・・・（＾＾；） 生産しみず

生産ふるた

いまだにときおり、ビリーズブートキャンプ
してます！弓道も始めました（＾＾）

みこ

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

石川社長のわくわく通信 2016.4.20

こんにちは！社長の石川です(^^)/

今号は生産部部長の古田久美子を紹介します。

古田さんは古田リーダーの愛称でみなに呼ばれていま

す。カタログ掲載１，０３０種類、美濃和紙ブランド４００

種類以上の取り扱いがある石川紙業で、６人の生産部、

４０人の内職さんをまとめる生産部責任者。古田リー

ダーは、雑貨が大好き！そして、とても親切で世話好き

です。それぞれが古田リーダーにお世話になった思い

出があります。そんな愛情深い古田リーダーのもと、そ

れぞれが企画できる生産部、百人力の器用な内職の

皆さんがいるからこそ、石川紙業の「かわいい！」商品

ができあがります(^^)/

佐藤



いき2016年5月号NO378-価格改訂

価格改訂のご連絡

旧値 新値 旧値 新値 旧値 新値 旧値 新値

黒文字楊枝
うちわ

¥400 → ¥450 黒文字楊枝
和紙包

¥400 → ¥450 黒文字楊枝
うちわ
(藍柄）

¥400 → ¥450 黒文字楊枝
和紙包
（藍柄）

¥400 → ¥450

3046 ﾛｯﾄ： 10 3044 ﾛｯﾄ： 10 3083 ﾛｯﾄ： 10 3089 ﾛｯﾄ： 10

第68期和雑貨カタログ2ページ掲載 第68期和雑貨カタログ2ページ掲載 第68期和雑貨カタログ2ページ掲載 第68期和雑貨カタログ2ページ掲載

藍柄
コースター ¥250 → ¥400

和紙２連風
車風鈴 ¥650 → ¥750

和紙ガラス
風鈴（友禅） ¥600 → ¥700

福鈴　風鈴
（友禅） ¥750 → ¥850

3020 ﾛｯﾄ： 10 11105 ﾛｯﾄ： 10 11106 ﾛｯﾄ： 10 11128 ﾛｯﾄ： 10

第68期和雑貨カタログ3ページ掲載 第68期和雑貨カタログ18ページ掲載 第68期和雑貨カタログ18ページ掲載 第68期和雑貨カタログ18ページ掲載

折り紙セット
（大） ¥800 → ¥850

折り紙セット
（中） ¥600 → ¥650

折り紙セット
（小） ¥400 → ¥450 巻紙便箋 ¥1,150 → ¥1,300

1074 ﾛｯﾄ： 10 1075 ﾛｯﾄ： 10 1076 ﾛｯﾄ： 10 9002 ﾛｯﾄ： 10

第68期和文具カタログ22ページ掲載 第68期和文具カタログ22ページ掲載 第68期和文具カタログ22ページ掲載 第68期和文具カタログ24ページ掲載

¥650 → ¥750 ¥400 → ¥450 #N/A #N/A → #N/A

1077 ﾛｯﾄ： 10 1079 ﾛｯﾄ： 10 0 ﾛｯﾄ： #N/A

第68期和文具カタログ22ページ掲載 第68期和文具カタログ22ページ掲載 0

千代紙セット
（大）人形付

千代紙セット（小）
人形付

原材料の高騰により下記の商品の価格を、
やむなく2016年6月1日より価格改訂させて頂きます。



石川紙業　（株）　宛　　　　ＦＡＸ　：　０５７５－３５－１３６３
ＴＥＬ　： ０５７５－３３－０２２８

2016年　粋粋通信5月号　NO378　注文書
1ページ 2016年　夏キャンペーン

ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 注文数 ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 注文数

7106 和紙六角箱（大） うずまき ¥800 33342 粋・友禅染うちわ小判型 みずたま ¥1,000

33342 粋・友禅染うちわ小判型 うずまき ¥1,000 5216 友禅和紙フォトスタンド みずたま ¥850

5216 友禅和紙フォトスタンド うずまき ¥850 7107 和紙トレイ（小） みずたま ¥600

7107 和紙トレイ（小） うずまき ¥600 10005 友禅和紙懐紙入 みずたま ¥900

10009 友禅和紙ティッシュ入 うずまき ¥600 10009 友禅和紙ティッシュ入 みずたま ¥600

7099 友禅メモ帳 うずまき ¥400 7099 友禅メモ帳 みずたま ¥400

12412 べんりマグネット　四角　友禅和紙 うずまき ¥400 12412 べんりマグネット　四角　友禅和紙 みずたま ¥400

12329 べんりマグネット　丸　友禅和紙 うずまき ¥400 12329 べんりマグネット　丸　友禅和紙 みずたま ¥400

12331 べんりマグネット　星　友禅和紙 うずまき ¥400 12331 べんりマグネット　星　友禅和紙 みずたま ¥400

12333 べんりマグネット　花　友禅和紙 うずまき ¥400 12333 べんりマグネット　花　友禅和紙 みずたま ¥400

12335 べんりマグネット　ハート　友禅和紙 みずたま ¥400

33342 粋・友禅染うちわ小判型 格子 ¥1,000 7106 和紙六角箱（大） 鳥獣戯画 ¥800

5216 友禅和紙フォトスタンド 格子 ¥850 5216 友禅和紙フォトスタンド 鳥獣戯画 ¥850

7107 和紙トレイ（小） 格子 ¥600 7107 和紙トレイ（小） 鳥獣戯画 ¥600

10009 友禅和紙ティッシュ入 格子 ¥600 10009 友禅和紙ティッシュ入 鳥獣戯画 ¥600

7099 友禅メモ帳 格子 ¥400 7099 友禅メモ帳 鳥獣戯画 ¥400

12412 べんりマグネット　四角　友禅和紙 格子 ¥400 12412 べんりマグネット　四角　友禅和紙 鳥獣戯画 ¥400

12329 べんりマグネット　丸　友禅和紙 格子 ¥400 12329 べんりマグネット　丸　友禅和紙 鳥獣戯画 ¥400

12331 べんりマグネット　星　友禅和紙 格子 ¥400 12331 べんりマグネット　星　友禅和紙 鳥獣戯画 ¥400

12333 べんりマグネット　花　友禅和紙 格子 ¥400 12333 べんりマグネット　花　友禅和紙 鳥獣戯画 ¥400

33342 粋・友禅染うちわ小判型 蝶 ¥1,000 2ページ 2016年　夏の新作ピックアップ

5216 友禅和紙フォトスタンド 蝶 ¥850 33342 粋・友禅染うちわ小判型　　うずまき ¥1,000

7107 和紙トレイ（小） 蝶 ¥600 33342 粋・友禅染うちわ小判型　　格子 ¥1,000

10009 友禅和紙ティッシュ入 蝶 ¥600 33342 粋・友禅染うちわ小判型　　蝶 ¥1,000

7099 友禅メモ帳 蝶 ¥400 33342 粋・友禅染うちわ小判型　　小紋 ¥1,000

12412 べんりマグネット　四角　友禅和紙 蝶 ¥400 33342 粋・友禅染うちわ小判型　　水玉 ¥1,000

12329 べんりマグネット　丸　友禅和紙 蝶 ¥400 7107 和紙トレイ（小） ¥600

12331 べんりマグネット　星　友禅和紙 蝶 ¥400 11259 ちぎり絵タペストリー(小）花火 ¥1,500

12333 べんりマグネット　花　友禅和紙 蝶 ¥400 11260 ちぎり絵タペストリー(小）朝顔 ¥1,500

7105 和紙六角箱（大）鳥獣戯画 ¥800

7106 和紙六角箱（大）うずまき ¥800

33342 粋・友禅染うちわ小判型 小紋 ¥1,000 10180 季ごころや　こもん巾着 ¥500

5216 友禅和紙フォトスタンド 小紋 ¥850

7107 和紙トレイ（小） 小紋 ¥600 ↓ご希望のお客様は下記に☑チェックを入れて下さいませ

10009 友禅和紙ティッシュ入 小紋 ¥600 美濃和紙ブランドシール

7099 友禅メモ帳 小紋 ¥400

12412 べんりマグネット　四角　友禅和紙 小紋 ¥400 2016年夏キャンペーンプレゼント希望商品

12329 べんりマグネット　丸　友禅和紙 小紋 ¥400 ↓↓下記にご記入くださいませ

12331 べんりマグネット　星　友禅和紙 小紋 ¥400

12333 べんりマグネット　花　友禅和紙 小紋 ¥400

貴社名

電話番号

希望納期



会社の風景

仲良しねこちゃん❤

べんりマグネットねこ

（2個セット）　\500

12719 ﾛｯﾄ：10

2種類アソート

楽しいねこちゃん集めよう！！

紙風船ねこ(1枚入)6柄アソート　￥250

6150 ﾛｯﾄ：6

直径約12㎝、柄指定はできません

癒し系紙風船

紙風船アザラシ小(1枚入)　\200

6148 ﾛｯﾄ：12

やんちゃなテントウムシくんだぞ！ 直径約11㎝

紙風船テントウムシ小(1枚入)　\200

6147 ﾛｯﾄ：12

直径約11cm

石川紙業株式会社
TEL 0575-33-0228
FAX0575-35-1363

豊かな日本の心をプレゼント

次のページも新作

たくさんあるだニャン！！

夏カタログ

2016年
石川紙業株式会社

しっぽでお知らせ
おりこうぶちねこちゃん

ちりめんねこメモクリップ ￥800

20422 ﾛｯﾄ10
ｻｲｽﾞ

日本製

NEW

今年は楽しく猫あつめ
のんびーりねこちゃん

和紙ねこ飾りミニ ￥750
20421 ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ

日本製

NEW

ひとこと箋にも使えるね

敷き紙ねこ ￥450
4484 ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ

日本製
NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

国・地域資源活用事業

計画認定企業



夏キャンペーン　４/21～7月末
＜キャンペーン内容＞

夏カタログ掲載商品から下代合計2万円以上ご購入のお客様に

下記のお好きな夏色商品どれか1点プレゼント！！

2016年夏・数量限定セレクト友禅柄で
人気のロングセラー商品をピックアップして製作しました。

柄を揃えて「夏の和雑貨コーナー」いかがですか。
注目度アップです。

*ご注文の際は、商品名と下記の名称をご記入下さいませ。
商品アイテム
和紙六角箱(大)￥800　　　　２柄（うずまき/鳥獣戯画）

粋友禅染うちわ￥1,000　　　５柄

友禅フォトスタンド￥850　　　６柄

和紙トレイ(小）￥600　　　　　６柄

友禅和紙ティッシュ入￥600　　６柄

友禅メモ帳￥400　　　６柄

べんりマグネット友禅￥400　　花・丸・星・四角

*各商品の仕様やアイテムにご不明な場合は営業部（田内・箕輪・佐藤）までお問い合わせ下さいませ。

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

E-MAIL　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 　　　URL  www.ishikawa-shigyo.com     
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和の生活雑貨

2016年　新作

¥1,000 ¥600 ¥800 ¥800

33342 ﾛｯﾄ： 1 7107 ﾛｯﾄ： 10 7105 ﾛｯﾄ： 10 7106 ﾛｯﾄ： 10
横17.5×長さ37.5㎝、5柄アソート、日本製 13.5×13.5×深さ2㎝、6柄アソート、日本製 直径13×深さ6㎝、日本製 直径13×深さ6㎝、日本製
柄は2016年夏キャンペーンチラシをご参照下さいませ 柄は2016年夏キャンペーンチラシをご参照下さいませ

¥1,500 ¥1,500 和紙ふくさ祝儀袋　\1,500

11259 ﾛｯﾄ：10 11260 ﾛｯﾄ：10 赤13430、青13431、金13432
15×40㎝、日本製 15×40㎝、日本製 ﾛｯﾄ：5、折り畳みｻｲｽﾞ20.5×12㎝、中生地ポリエステル100%、日本製

夏の思い出ピタっと残そう！！ 夏の贈り物に 夏の御頼りに

和紙のし袋花しらべ　　　　\300 ひとこと箋　十二単　　\400

Ｓ7101、ＳＳ7102 ﾛｯﾄ：10 夏①13425 ﾛｯﾄ：10 かきつばた9728、あさがお9718、てっせん9719

Ｓｻｲｽﾞ17×21.6㎝、ＳＳｻｲｽﾞ17×15.6㎝ 8.5×17㎝、3枚入、日本製 ﾛｯﾄ：10

Ｓ；ＥＬｻｲｽﾞ28枚、ＳＳ；ＥＬｻｲｽﾞ24枚 ひとこと箋12×14㎝、12枚

ミニ封筒6.5×11㎝、3枚、日本製

和紙六角箱（大）
うずまき

友禅和紙アルバム

ちぎり絵タペストリー(小)
花火

ちぎり絵タペストリー(小)
朝顔

粋・友禅染うちわ
小判型

和紙トレイ（小）
和紙六角箱（大）
鳥獣戯画

NEWNEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW



和の生活雑貨

扇子・扇子入
写真は柄見本ですので、色合いは若干違いがある事ご了承下さいませ。

粋・彩扇子　1本　￥1,100
ﾛｯﾄ10　OPP入、中国製

33326しだれ桜 33328うさぎ

長さ21㎝、シルク 長さ21㎝

33329赤富士 33327カトレア 33325蝶ピンク
長さ22㎝、シルク 長さ21㎝、シルク 長さ21㎝、シルク

粋シルク扇子　\1,200
33252 ロット：10

38×21㎝、シルク１００％、中国製

NO.40

NO.40 NO.41

NO.1 NO.2 NO.3 NO.4

NO.12 NO.16 NO.18 NO.21P

NO.21B NO.24 NO.25 NO.26

粋・扇子入れ　\500 粋・扇子入れ　友禅　￥500

33265 ロット：10 33284 ロット：10

25×4㎝、レーヨン100%、日本製 25×4㎝、レーヨン100%、日本製 

透けているのでとても涼しげ、
さらにシルクを使用しているので
光沢感があり高級感のある仕上がりです

パッケージを工夫して
お手頃価格を実現。
インバウンド向商品として、
おすすめの柄をセレクト
しました。

4 5 3 2 2 4 5 3 3 2 5 2 4

4 5 3 2 2 4 5 3 3 3 2 6 2
4 5 3 2 2 4 5 3 3 3 2 8 6

4 5 3 2 2 4 5 3 3 3 2 9 3 4 5 3 2 2 4 5 3 3 3 2 7 9
4 5 3 2 2 4 5 3 3 3 2 5 5

4 5 3 2 2 4 5 3 3 2 6 5 4 4 5 3 2 2 4 5 3 3 2 8 4 5



これからの時期におすすめの実用品　　
汗ばむきせつの到来です！
季ごころ屋ガーゼ 大人女子はこれ！ギフトにもオススメ！
はんどたおる　さくら　￥500 季ごころ屋　切り絵 はんかち 　1枚￥500
10138 ﾛｯﾄ：10 ﾛｯﾄ：10
30×30㎝、綿100％、日本製 20×20㎝、日本製、綿100％

10158ダリア

     10156バラ 10157ラナンキュラス   10159チューリップ

季ごころ屋
和柄はんどたおる　￥700
10115 ﾛｯﾄ：10
サイズ：25×25㎝、綿100％、日本製

柄複数アソート

　　　

季ごころ屋ガーゼたおる 季ごころ屋こいぬ物語
さくら　￥700 ガーゼたおる　　\700
10143 ﾛｯﾄ：10 10133 ﾛｯﾄ：10
サイズ：34×80㎝、綿100％、日本製 サイズ：34×80㎝、綿100％、日本製

　　　

この商品は通常の掛け率と違いますので、ご注意下さい。

季ごころ屋
ガーゼはんかち　￥450
10117 ﾛｯﾄ：10
22×22㎝、柄アソート、綿100％、日本製

日焼け予防にもいいですよ（＾＾）
季ごころ屋
こっとんまふらー　1枚\1,000
10146 ﾛｯﾄ：10
135×30㎝、アソート、綿100％、日本製

季ごころ屋
ガーゼたおる　￥700
10116 ﾛｯﾄ：10
34×80㎝、柄アソート

綿100％、日本製

豊かな日本の心をプレゼント
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ｺｰﾄﾞ：10118 ﾛｯﾄ：10

ｻｲｽﾞ：33×90㎝、全43種類

綿100％　日本製,アソート納品

＊てぬぐいの両端は切りっぱなしです。

昔は手ぬぐいなど綿(晒）は必要な長さ

を計り売りしておりました。その頃から

の名残です。

NO54あられ山吹 　NO55あられ青 　　　　NO56亀甲 NO57市松濃紺 NO58七宝からし NO59矢羽根紫

2　とんぼ 3　桜(大) 11　麻の葉

13　桜(小) 14　ちどり 18　茄子 19　うさぎ 20　青海波 21　花火 24　朝顔

26　椿 28　瓢箪唐草 29　小花(ﾋﾟﾝｸ) 30　小花(ﾌﾞﾙｰ) 31　達磨 32　ふくろう 33　金魚

34　クローバー 35　花(ﾋﾟﾝｸ) 　36 流金 37　青とんぼ 38　縞さくら 39　たぬき 40　つばめ

41 鯛 42 こづち 43 ももうさぎ 44 家紋 45 鈴ねこ 46 かえる 47 笹ぱんだ

 

48 めだか 49 くじら 50 蜘蛛 51　うぐいす 52　鹿紅葉 53　和傘

小紋柄とは、裃小紋と呼ばれ武士の裃に
染める小紋型が発達したものだそうですよ。
現代風にアレンジしたかわいい柄ばかり！
どれも欲しくなっちゃいますよ（＾＾）

季ごころ屋
小紋柄てぬぐい ￥350

新柄



涼しげなてぬぐい雑貨、シリーズで並べてお客様の注目度アップです！

これからの時期におすすめの実用品　　

季ごころ屋ねこ物語 季ごころ屋うさぎ物語

巾着　\750 巾着　\750

10152 ﾛｯﾄ：10 10151 ﾛｯﾄ：10

約21×20㎝、綿100%、日本製 約21×20㎝、綿100%、日本製

季ごころ屋がーセたおる　￥700

ﾛｯﾄ：10

34×80㎝、綿100%、日本製

季ごころ屋がーセはんどたおる　￥500

ﾛｯﾄ：10

30×30㎝、綿100%、日本製

10140ねこ 10141うさぎ
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10132ねこ

10128うさぎ

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

NEW

こもん巾着 1個¥500

10180

ﾛｯﾄ10、全8柄、12×13㎝

綿100%、生地：文



かえる・紙風船
和紙仲良しかえる　衝立　￥850

20280

ﾛｯﾄ10　　11×17.5㎝、日本製

和紙ころころかえる

ハミング　1個￥600

8689
ﾛｯﾄ10

高さ6.5センチ、日本製

ちりめん

起き上りカエル　1個￥380

12178

ﾛｯﾄ30　　3×3×5㎝、2色アソート、黄緑・緑、日本製

豊かな日本の心をプレゼント
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「福かえる・幸せかえる・無事かえる・金運かえる・若がえる
・災い変える」とっても縁起が良いですよ。

和紙ころころかえる￥600

8436

ﾛｯﾄ10

直径5㎝

日本製

かわいくて便利！！

和紙べんりマグネット

かえるちゃん 1個¥400

12708

ﾛｯﾄ10 4×3㎝、日本製

メモがはさめるんだよ̃

和紙だよ

ゆるキャラNO.１

ちりめんお手玉

ふっくらかえる 1個￥500

12714

ﾛｯﾄ10 5.5×2.5㎝、日本製

ごきげんかえるちゃん！！

和紙根付かえるちゃん ¥350

12711

ﾛｯﾄ10

全長約10㎝、日本製

ぴょこん、ぺたん、ぴったんこ～
とのさまカエル、アマガエル、カエルにいろいろあるけれどー

今年の夏も

暑いぞぉ～

にこにこかえるが

幸せ呼ぶよ！

和紙かえる

仲良し飾りミニ ¥700

20226

ﾛｯﾄ10

8×8×6.5㎝、日本製

目ヂカラ強いよ～
紙風船福ふくろう

(一枚入） ￥250

6145 ﾛｯﾄ12

直径21㎝

少しちいさめペンギンの子！

紙風船
ペンギン小(一枚入） ￥200

6146 ﾛｯﾄ12 直径18㎝

よちよち

夏はやっぱり

縁日だよね

仲間が増えて

うれしいなー



石川紙業㈱で夏コーナーができますよ！！

金魚・紙風船 夏の風物詩といえば！ 和文具・和雑貨沢山あります！

¥750 ¥850 1個 ¥500 1個 ¥550

20282 ﾛｯﾄ： 10 20281 ﾛｯﾄ： 10 12384 ﾛｯﾄ： 10 12707 ﾛｯﾄ： 10
直径9×高さ9.5㎝、日本製 11×17.5㎝、日本製 3色アソート 8×4×4㎝、日本製

¥400 ¥600 ¥800 ¥1,500

12693 ﾛｯﾄ： 10 8688 ﾛｯﾄ： 10 5097 ﾛｯﾄ： 10 11241 ﾛｯﾄ： 10
5.5×4㎝、2色アソート、日本製 直径7㎝、日本製 13.5×12㎝、スタンド付、日本製 15×40㎝、日本製

1個 ¥200 1個 ¥400 1個 ¥300 1個 ¥250

1115 ﾛｯﾄ： 10 7080 ﾛｯﾄ： 10 11122 ﾛｯﾄ： 10 6144 ﾛｯﾄ： 12
4.5×12ｃｍ、アソート、3色、リバーシブル、日本製 12×8㎝、3色アソート60枚、日本製 直径9.5センチ、3色アソート、撥水加工、日本製 直径21㎝

¥400 1個 ¥650 ¥450 ¥450

6026 ﾛｯﾄ： 12 6006 ﾛｯﾄ： 12 6005 ﾛｯﾄ： 24 6004 ﾛｯﾄ： 12
直径15ｃｍ、赤、青、黄の3枚入 金魚、タコ、すいか、メロン、みかん、紙風船の6個入り 紙風船3個、毛笛1個、吹き戻し1個入り 3枚入、大35㎝、中27㎝、小20㎝、日本製

H26.1.1より価格改訂 H26.1.1より価格改訂

和紙金魚モビール
飾りミニ

ちりめんお手玉
金魚ちゃん

ちぎり絵タペストリー
(小）金魚ちぎり絵小色紙　金魚

和紙ころころ金魚ちゃ
ん

和紙べんりマグネット
金魚ちゃん

和紙仲良し金魚衝立 ちりめんお手玉　金魚

紙風船ブリキ金魚
（一枚入）和紙コースター　金魚金魚メモ帳幸せ金魚しおり

紙風船　金魚（小）
３枚入 風物セット 縁日セット 紙風船セット（大）



遊ぶも良し、飾るも良しの昔ながらの民芸玩具

昔のおもちゃ・風鈴・ヘアゴム

でんでん太鼓 1個 ¥500 群こま  ３・５寸 ¥1,050 群こま　２．５寸 1個 ¥800

6002 ﾛｯﾄ： 50 6007 ﾛｯﾄ： 40 6008 ﾛｯﾄ： 80

長さ28cm、日本製 10.5cm×10.5cm、日本製 直径7.5×高さ10㎝、日本製

2015年2月1日価格改訂 2015年2月1日価格改訂

民芸けん玉 ¥1,150 ビー玉 ¥350 おはじき ¥350

6037 ﾛｯﾄ： 10 6015 ﾛｯﾄ： 30 6016 ﾛｯﾄ： 30

17×6．5㎝ 昔なつかしビー玉を網袋入、日本製 昔なつかしいおはじきを網袋入、日本製

H25年9月1日価格改訂

万華鏡 1個 ¥350 ¥1,100 ¥1,100

6027 ﾛｯﾄ： 12 6034 ﾛｯﾄ： 10 10161 ﾛｯﾄ： 10

長さ14ｃｍ、アソート、日本製 お手玉5個入、アソート、日本製 直径10×深さ4㎝、柄多色アソート、お手玉5個入

H26年5月20日価格改訂

和紙２連風車風鈴 \750 和紙ガラス風鈴（友禅）\700 福鈴　風鈴（友禅）\850 ちりめんヘアゴム小花　1個￥300

11105 ﾛｯﾄ：10 11106 ﾛｯﾄ：10 11128 ﾛｯﾄ：10 33266 ﾛｯﾄ：10

長さ45cm、アソート、日本製 長さ40cm、アソート、日本製 長さ38cm、アソート、日本製 4色アソート、日本製

和紙風車が2個ついています 吊下げ台は別売りです

巾着お手玉セット
友禅六角箱
お手玉ｾｯﾄ



これからの時期におすすめの実用品　　
敷き紙として、お手紙にして、ポチ袋にしてとあると便利なお懐紙。
絵柄は写真では伝わりにくいので、お気軽にサンプルをご用命下さいませ。

4249すいか

浮彫懐紙　四季めぐり　￥360

4464金魚

ﾛｯﾄ10．17.5×14.5㎝、30枚、日本製

浮彫懐紙　紙季折々(1帖)　1個￥270

ﾛｯﾄ10．17.5×14.5㎝、30枚、日本製

もだん懐紙　1個￥270

ﾛｯﾄ10．17.5×14.5㎝、20枚、日本製 4248ひまわり 4250風鈴

4400みなも

4403つるくさ

小紋懐紙　うずと波　￥320

4364

紙季折々懐紙(1帖)　1個￥270 ﾛｯﾄ10．17.5×14.5㎝、20枚、日本製

ﾛｯﾄ10．17.5×14.5㎝、30枚、日本製

4135朝顔 4118金魚 4119金魚浮彫

富岳懐紙　沖波裏　￥270 敷き紙楊枝セット　￥500 敷き紙ひょうたん　￥450

4426 4195ひょうたん 4115

ﾛｯﾄ10．17.5×14.5㎝、20枚、日本製 ﾛｯﾄ10．直径11㎝、5色各4枚、楊枝3本 ﾛｯﾄ10．直径11㎝、5色各4枚

日本製 日本製

豊かな日本の心をプレゼント
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和紙楊枝入

粋 楊枝入 ¥300 黒文字楊枝 和紙包 ¥450 黒文字楊枝うちわ ¥450

3024 ﾛｯﾄ： 25 3044 ﾛｯﾄ： 10 3046 ﾛｯﾄ： 10
長さ8cm、アソート、印鑑ケースにもなります、日本製 長さ10cm、アソート、5本、日本製 長さ10cm、アソート、5本、日本製

2016年6月1日価格改訂 2016年6月1日価格改訂

友禅和紙　楊枝入 ¥400 黒文字楊枝うちわ(藍柄） ¥450 藍柄和紙　楊枝入 ¥400

3082 ﾛｯﾄ： 25 3083 ﾛｯﾄ： 10 3087 ﾛｯﾄ： 25
3x7cm、アソート、友禅和紙とちりめん布の楊枝入れ、日本製 長さ10cm、5本、日本製 3×7cm、アソート、表面は和紙、内側はちりめん、日本製

2016年6月1日価格改訂

粋　楊枝入（藍柄） ¥300 黒文字楊枝　和紙包（藍柄） ¥450 友禅和紙楊枝入鏡付 ¥600

3088 ﾛｯﾄ： 25 3089 ﾛｯﾄ： 10 3097 ﾛｯﾄ： 10
長さ8cm、アソート、3柄、印鑑ケースにもなります、日本製 折畳み時4.5×7㎝、アソート、楊枝10本付、日本製

2016年6月1日価格改訂

¥750 ¥750 ¥400

10032 ﾛｯﾄ： 25 10066 ﾛｯﾄ： 25 3020 ﾛｯﾄ： 10
7×10㎝、アソート、油取り紙と鏡付、日本製 7×10㎝、アソート、油取り紙と鏡付、日本製 9×9㎝、4柄アソート、日本製

2016年6月1日価格改訂

おしゃれっこ鏡
油取紙付

おしゃれっ子鏡・藍柄
あぶらとり紙付

藍柄
コースター


