
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・夏のキャンペーン
２P　今月の新作・トピック
３P　今月のわくわく通信

2016年　7月号  NO.380 ４P　今月のおすすめ金魚・紙風船
こぼれ話はお休みです(^O^)／次回お楽しみに！

2017年　干支酉カタログ付！お見逃しなく！！

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！！

衣装こけし笑顔（＾＾）新作登場

笑顔が素敵とご好評頂きまして、ちりめんの着物で登場

衣装こけし　1体2,500円
ﾛｯﾄ：1　　ｻｲｽﾞ高さ約18㎝
日本製

こけしに着物を着つけています。
豊かな日本の心をプレゼント

20525赤 20526ピンク 20527青

美濃和紙衣装こけし

笑顔20364　　静か20365

ほがらか ほがらか ほがらか おすまし おすまし おすまし 静か 静か 静か 小町 小粋 若侍　 侍　

赤20260 ﾋﾟﾝｸ20261 紫20262 赤20263 ﾋﾟﾝｸ20264 黄20265 赤20367 青20368 黒20369 20441 20442 20424 20423

夏のキャンペーン2016  第2弾
期間：2016年6月20日～8月31日

申込方法：添付の注文書にチェック頂いてＦＡＸ、またはご注文の際にサービス名をご記入頂きＦＡＸ

①送料半額サービスキャンペーン

お客様のお声を感謝を込めて形にしました。
「発注したいけど、この時期送料分荷物がまとまらない(T_T)」お客様に

送料の半分を当社が負担します。

②こけしPOPサービスキャンペーン

お客様に伝えたい私達のこけしへの思いをポップにしました

こけし5体以上お買い上げのお客様に、A4サイズのPOPを
サービスします。
ポップはお店の売り上げに貢献しますよ。

＊夏柄キャンペーン7月末まで、継続中！！こちらもご利用まだなら、ぜひお試し下さいませ（＾＾）

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
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粋粋通信
国・地域資源活用

事業計画認定企業

ぜひ、

ご活用くださいませ！！



今月も新作目白押し！！

今月の新作
大人気のころころがキットになりました
お子様の夏休みの宿題にもオススメ！！
和紙ころころうさぎキット　1個￥600

55154
ﾛｯﾄ：10　　ｻｲｽﾞ高さ7㎝、日本製

目と飾りのパーツがついています。

緑クローバー型・ピンク花型の2種類アソート

1枚1枚丁寧ﾛｯﾄ：10 こんなサイズ感

ちぎり絵タペストリー新作
ちぎり絵タペストリー（小）

福ろう　￥1,500
11261

ｻｲｽﾞ15×40㎝、日本製

大人気の和紙起き上りころころに
ミニサイズが仲間入り！！
今後仲間が増えていきます。乞うご期待！
和紙ころころミニ福ろう　￥400

20504
ﾛｯﾄ：20　　ｻｲｽﾞ3.5×3.5×4㎝、日本製

美濃和紙の里うだつの上がる町

石川紙業㈱体験ショップ情報

今年も出展します！干支・縁起商品やインバウンド商品などの新作お楽しみに！

東３ホール　和雑貨ゾーン 営業部一同

小間番号　E66-30

豊かな日本の心をプレゼント
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お待ちしてます！！

自由に書いたり、貼ったりできて

自分だけの起き上がりうさぎさん

ができますよ。ワークショップでは、

メッセージなど書いて贈る方も（＾＾）

ご希望のキットがありましたら、ぜひ

教えて下さいませ。お客様のお声が

次の新商品になるかも・・・！

わっはっはっは～

えっと・・・。

あはは・・？

体験ショップが、岐阜県美濃市うだつの上がる町並みにオープンして、

2カ月がたとうとしています(^^) 実際にエンドユーザーのお客様にふれ

あう機会を連続して持つのは当社初めての経験で、とても勉強になって

います。

売れ筋は、夏カタログ商材が人気です。私が注目しているのは、ちぎ

り絵タペストリー（小）＋吊下げ台のセット。人気の商品です。各季節並

べてあり、今の季節タペか、季節問わない新商品のふくろうが人気あり

ます。

ワークショップは人気で、岐阜県内の県岐商、長良中と高校・中学校

から依頼があり、ワークショップを開催。国内外でノウハウ研究した成

果の、アレンジ自由な和紙ころころワークショップ商材も販売し始めまし

たので、ぜひどうぞ。



新作先取り情報
新作・和紙ころころちびまる子ちゃん・武将ｼﾘｰｽﾞ
現在和紙ころころの新シリーズで、日本アニメーション（株）に監修をいただき、ちびまる子ちゃんシリーズを製作中です。

こちらは、7/6～8国際雑貨EXPOで発表を予定！また、和紙ころころ武将シリーズも進行中で、家康、石田三成、秀吉、

信長を製作中。こちらの製作担当は歴史マニアの営業課長佐藤君！生産担当は、かわいいころころの名手、生産部課長の長屋さん！

ご期待ください！

良い商品ができるよう
がんばってます！

長屋
武将マニア佐藤の念願が
ついに叶いました！
武将の“かっこ良さ”と

和紙ころころの“かわいさ”を
あわせた石川紙業らしい
商品です。お楽しみに!!

佐藤

新作・おひなさま製作中！！
お客様より頂いた貴重なアドバイスやご要望などをもとに今お店で飾りたい！

と喜んで頂けるよう社員一丸となって製作中です。どうぞ、お楽しみ（＾＾）

豊かな日本の心をプレゼント
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石川社長のわくわく通信 2016.6.20

こんにちは！社長の石川です(^^)/ 生産部の

加藤恭子さんを紹介します！現在、石川紙業

のホームページのトップ写真は、私が大好きな

写真です。それは、製作担当の田内常務と生産

担当の加藤さんがにこやかに衣装こけしを囲む

写真です。大賞受賞に至るまでいろんな苦労を、

この二人と内職さんで乗り越えてきた写真です。

この二人と内職さんのチームが、新たに衣装こ

けし、町娘シリーズ、侍シリーズを製作！全国の

お客様の声から実現した新シリーズは出来上が

り、評判は上々です(^^) ますます増え続けるイ

ンバウンドのお客様にもご好評をいただいてい

ます。ぜひどうぞ。

生産部：加藤



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

12693 ﾛｯﾄ： 10 8688 ﾛｯﾄ： 10 5097 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

1個 ¥200 1個 ¥400 1個 ¥300 ¥1,500

1115 ﾛｯﾄ： 10 7080 ﾛｯﾄ： 10 11122 ﾛｯﾄ： 10 11241 ﾛｯﾄ： 10
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 15×40㎝、日本製

¥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

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）

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

和紙コースター　金魚金魚メモ帳



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

2016年　粋粋通信7月号　NO380　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ます！

ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 注文数 ↓下記にご記入下さいませ

20525 衣装こけし笑顔(赤） ¥2,500
４ページ 今月のおすすめ金魚・紙風船

20526 衣装こけし笑顔(ピンク） ¥2,500 20282 和紙金魚モビール飾りミニ ¥750

20527 衣装こけし笑顔(青） ¥2,500 20281 和紙仲良し金魚衝立 ¥850

20260 衣装こけし　ほがらか　赤 ¥2,500 12384 ちりめんお手玉金魚 ¥500

20261 衣装こけし　ほがらか　ﾋﾟﾝｸ ¥2,500 12707 ちりめんお手玉金魚ちゃん ¥550

20262 衣装こけし　ほがらか　紫 ¥2,500 12693 和紙べんりマグネット金魚ちゃん ¥400

20263 衣装こけし　おすまし　赤 ¥2,500 8688 和紙ころころ金魚ちゃん ¥600

20264 衣装こけし　おすまし　ﾋﾟﾝｸ ¥2,500 5097 ちぎり絵小色紙　金魚 ¥800

20265 衣装こけし　おすまし　黄 ¥2,500 1115 幸せ金魚しおり ¥200

20367 衣装こけし静か(赤） ¥2,500 7080 金魚メモ帳 ¥400

20368 衣装こけし静か(青) ¥2,500 11122 和紙コースター金魚 ¥300

20369 衣装こけし静か(黒） ¥2,500 11241 ちぎり絵タペストリー(小）金魚 ¥1,500

20441 衣装こけし　小町 ¥2,500 6026 紙風船　金魚（小）３枚入 ¥400

20442 衣装こけし　小粋 ¥2,500 6006 風物セット ¥650

20424 衣装こけし　若侍 ¥2,500 6005 縁日セット ¥450

20423 衣装こけし　侍 ¥2,500 6004 紙風船セット（大） ¥450

2ページ 今月の新作

55154 和紙ころころうさぎキット ¥600

11261 ちぎり絵タペストリー(小）福ろう ¥1,500 この他のご注文どしどしおまちしてます！

20504 和紙ころころミニ福ろう ¥400 ↓下記にご記入下さいませ

↓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

干支酉サンプル7月発送

送料半額サービス

こけしＰＯＰサービス

貴社名

電話番号

希望納期


