
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　お知らせ
３P　2017年数量限定おひなさま

2016年　12月号  NO.385 ４P　こぼれ話
今月のテーマ「元気になるおまじない」

今月の新作
大人気の美濃和紙と瀬戸陶器のコラボシリーズ
和紙貼り陶器の招き猫が登場

.
この道30年
和雑貨名プロデューサー
営業：田内

和紙貼り陶器人形 和紙貼り陶器人形
招き猫（小）\2,300 招き猫（大）\2,800
20589
ﾛｯﾄ5、ｻｲｽﾞ約8×8×10㎝（台含む） ﾛｯﾄ5、ｻｲｽﾞ約10×10×13㎝（台含む）

台紙はリバーシブルです 台紙はリバーシブルです

しろたえ懐紙　1個\300
ﾛｯﾄ10、1帖30枚入、17.5×14.5㎝、日本製

添付のサンプルをご覧下さいませ。
浮彫でも透かしでもありません。光の当たり方によって模様が浮かぶ
上品なお懐紙。本席でもご利用頂けます。

4500さくら 4501ゆり 4502もみじ 4503つばき

4504宝づくし 4505つぼつぼ 4506ひょうたん 4507七宝

4508竹 4509萩 4510扇 4511市松

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     

20588

粋粋通信 国・地域資源活用

事業計画認定企業

私が企画開発しました！

干支酉でも大変ご好評頂きました！

和紙の優しい風合いと陶器の重厚感たっぷりの

招き猫ですよ（＾＾）



プレミアムな県産品、平成28年度「飛騨・美濃すぐれもの」
に     認定されました

美濃和紙人形起き上り「和紙ころころシリーズ」が、岐阜
県の「飛騨美濃すぐれもの」に認定いただきました！魅力
ある県産品で、岐阜県・美濃市・美濃和紙の発展の一助に
なりますよう心から願っています。認定をいただきまして、
ありがとうございます。

「飛騨・美濃すぐれもの」とは（認定商品カタログより）
緑豊かな山々と清らかな水が流れる「清流の国ぎふ」ならではの四
季折々の豊かな自然やものづくりの伝統を活かし、物語性、オリ
ジナリティ、高品質、安全安心などの観点から厳選された、県産
品の宣伝や販売プロモーションを行う際に看板商品となり、岐阜
県のブランディングにつながる優れた商品です。岐阜県が自信を
持ってお勧めする“すぐれもの”の本当の魅力を知って、ぜひ、あな
ただけの“お気に入り”を手に入れてください。

HPがリニューアルしました

トップページを下へスクロールすると「和雑貨オリジナル制作」
「体験ショップ」ご紹介のページが出来ました。
オリジナル商品・記念品・ノベルティなどの実績多数ございます。
どうぞ、ご覧になって下さいませ。

年末年始のお休みのご連絡

下記の日にお休みを頂きます。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

12月27日（火）～1月3日（火）

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     

日本らしい個性のあるOEMを

多数生産しております。

ぜひ、お気軽にお問合せ下さいま

せ。

今年も大変お世話になり、

ありがとうございました！



2017年新作
数量限定おひなさま

カタログ訂正のお詫び 中止商品のご連絡

2017年おひなさまカタログ 下記の商品が中止となります。
6ページ掲載の右の商品価格が ご愛顧ありがとうございました。
間違っていました。申し訳ありません。
お詫びと訂正させて頂きます。 和紙のし袋なごみうさぎ

お誕生日祝

価格改定のお知らせ

右の商品の価格が2017年1月1日より下記の通り変更になります。
よろしくお願い申し上げます。

紙風船セット　\450　→　\550
縁日セット　　 \450　→　\550

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

200個限定
胸キュンのかわいさ
和紙おぼこびな

ケース入 ￥1,000

20580 ﾛｯﾄ10

12×6×9.5㎝、日本製

150個限定
着物が凝っててミニチュア

な感じがかわいいです
ちりめんすわりびな

ケース入 ￥1,000

20579 ﾛｯﾄ10

9.5×6×9㎝、日本製

100個限定
厚みのある着物が豪華ですよ

ちりめんすわり雛 彩 ￥2,000

20578 ﾛｯﾄ10
14.5×11.5×8.5㎝、日本製

50個限定
渋い柄のお着物が雅です

ちりめんすわり雛

雅 ￥2,000

20577 ﾛｯﾄ10
14.5×11.5×8.5㎝、日本製

70個限定
とにかく豪華で

本格的なこけし雛

ちりめん立ちびな
彩 ￥2,000

20581 ﾛｯﾄ10

13.5×9×11.5㎝

50個限定
笑顔が素敵

収納できていいですよ

和紙ほほえみ雛
六角箱入 ￥1,000

20583 ﾛｯﾄ10

約13×11.5×14㎝、日本

色彩講師の私が企画制作しました。人気雛のリバイバル。

私好みにアレンジしました（＞＜）

お値打ち価格の数量限定です！

ちりめん吊り飾り

お雛様(大）台付箱入¥3,800
60146 ﾛｯﾄ：1

8×12×45㎝、日本製
吊り飾りと吊下げ台のセット

（正）¥4,200

¥550 ¥550



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     2016.11.20

↑昇龍道ロゴマーク

↑手作り体験するフィリピン留学生

営業：田内

　

 

元気になるおまじない

営業：たうち

心の中で「気合いだ～、気合いだ～、気合いだ～」

と強く叫ぶことかな。 社長いしかわ

大河ドラマを観るです！「真田丸」すごいおもしろいですね～

営業箕輪

会社の同僚に影響を受け、入浴中に足の裏をもむ

ようにしています。生産部の清水さんは講師として

とても活躍中です！すごいでしょ！ おちょこ一杯のお酒！
銘柄は問いませんが、日本酒だったら

「toi toi toi」 純米酒。ワインだったら無添加ものを！
ドイツの幸福・成功を祈るおまじないの言葉だそうです 生産ふるた
一度聞いたら、忘れらない曲だったので♪♪

出荷：松山

豊かな日本の心をプレゼント

撮りためた子供の写真を眺めることです 石川紙業株式会社
日に日に写真が増えていき TEL 0575-33-0228
容量がピンチ（＾＾；） FAX　0575-35-1363
営業さとう 〒501-3721

生産しみず 　岐阜県美濃市吉川町2382番地

会社の皆さんの笑顔です。 E-MAIL　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

笑い声が響くと、私も元気に URL  www.ishikawa-shigyo.com     

がんばろう！って思います

石川社長のわくわく通信 2016.11.20

こんにちは！社長の石川道大です(^^)/ 今号は、常務の

田内孝志を紹介します！

週末は大好きなテニスが趣味の田内常務は、箕輪部長、

佐藤課長ともに営業部を統括。営業を３０年の大ベテラン

で、この業界について知らないことはありません！たいへ

んなヒットメーカーでもあります！大賞を受賞した「衣装こ

けしシリーズ」、在庫をお待たせするほど大ヒット陶器と和

紙の「和紙貼り酉シリーズ」、和文具なごみシリーズなど、

和雑貨名プロデューサーです。ぜひ彼と組んでいただけ

れば、数々のヒットまちがいなし！最新プロデュースは、

陶器と和紙の「和紙貼り陶器人形招き猫」！これおすすめ

です！

粋粋通信ご愛読の皆様、ご無沙汰しています。

今月は私、田内が皆さんに耳より情報を発信

いたします。 早いもので今年も残すところ、あ

と1ヶ月余りとなりました。 この地方でも紅葉し

たもみじやいちょうの葉っぱなどが色鮮やかに

街並みを彩り、今さらながら四季のある日本に

生まれ育ってよかった と幸せを感じています。

そしてあらためて自社の季節商品にも誇りを

感じ、より多くの人に自社 の商品を通して豊か

な日本の心をプレゼントしようと強く決意した

次第 です。 さてそこで私からの耳より情報で

すが、今月号で発表した陶器に和紙を ちぎり

貼りした招き猫の置物は超おすすめの商品で、

必見情報です。 東京ギフトショーで商品サンプ

ルとして展示した際も皆様からたいへん ご好

評を頂きました。 美濃和紙ならではのあった

かい風合いと和紙貼りの手作り感、さらに 陶

器の重量感がより高級感を増して ほんとうに

魅力あるバランスの よい商品に仕上がってい

ます。 ぜひこの機会にご注文して頂き、それを

ご実感してみて下さいませ。

美濃和紙雑貨体験ショップの専用ホームページができました！

石川紙業トップページから見られます。そして、なんと！

国土交通省「昇龍道ものづくり銘選」認定いただきました！

国内・海外のお客様に美濃和紙雑貨の手作り体験をしていた

だけるよう頑張ります！そして得た貴重な情報は、皆様

お客様のサービスや商品開発に活かしていきますので、

楽しみにしてください。

佐藤



石川紙業　（株）　宛　　　　ＦＡＸ　：　０５７５－３５－１３６３

ＴＥＬ　： ０５７５－３３－０２２８

2016年　粋粋通信12月号　NO385注文書
1ページ 今月の新作　

ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 注文数 ↓ご希望のお客様は下記に☑チェックを入れて下さいませ

20589 和紙貼り招き猫(小) ¥2,300 美濃和紙ブランドシール

20588 和紙貼り招き猫(大) ¥2,800

4500 しらたえ懐紙さくら ¥300 この他のご注文どしどしおまちしてます！

4501 しらたえ懐紙ゆり ¥300 ↓下記にご記入下さいませ

4502 しらたえ懐紙もみじ ¥300

4503 しらたえ懐紙つばき ¥300

4504 しらたえ懐紙宝づくし ¥300

4505 しらたえ懐紙つぼつぼ ¥300

4506 しらたえ懐紙ひょうたん ¥300

4507 しらたえ懐紙七宝 ¥300

4508 しらたえ懐紙竹 ¥300

4509 しらたえ懐紙萩 ¥300

4510 しらたえ懐紙扇 ¥300

4511 しらたえ懐紙市松 ¥300

3ページ 2017年数量限定おひなさま

20580 和紙おぼこびなケース入 ¥1,000

20579 ちりめんすわりびなケース入 ¥1,000

20578 ちりめん座りびな彩 ¥2,000

20577 ちりめん座りびな雅 ¥2,000

20581 ちりめん立びな彩 ¥2,000

20583 和紙ほほえみ雛六角箱入 ¥1,000

60146 ちりめん吊り飾りお雛様(大）台付箱入 ¥4,200

貴社名

電話番号

希望納期



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

ＴＥＬ　： ０５７５－３３－０２２８

　価格改訂のお知らせ（注文書）
貴社名

電話番号

FAX番号

資材高騰のため下記の商品が2017年1月1日より価格変更となります。
12月中にご予約頂きましたお客様には、旧価格で発送させて頂きます。
ぜひ、お得なこの期間にまとめてご予約いただく事をおすすめ致します。
その際は、このご注文書をご利用下さいませ。

尚、納期の指定は受けかねます事ご了承頂きますようお願い申し上げます。
（出荷は、ご予約順となります。）

また、出荷の際には送料仕切りより少ない場合は、別途送料がかかります。
（事前に出荷日はご連絡させて頂きます。）

弊社コード 商品名 旧価格 新上代 カタログ名 掲載ページ 注文数

1 55154 和紙ころころうさぎキット ¥600 ¥700 2016年粋粋通信8月号NO381 4

2 55155 和紙ころころかぐや姫キット ¥600 ¥700 2016年粋粋通信8月号NO381 4

3 55156 和紙ころころ忍者組立キット ¥600 ¥700 2016年粋粋通信8月号NO381 4

4 55157 和紙ころころこねこ組立キット ¥600 ¥700 2016年粋粋通信8月号NO381 4

5 55158 和紙ころころ招き猫組立キット ¥600 ¥700 2016年粋粋通信10月号NO383 1

6 20504 和紙ころころミニ福ろう ¥400 ¥500 2016年粋粋通信8月号NO381 4

7 20548 和紙ころころミニうさぎ ¥400 ¥500 2016年粋粋通信8月号NO381 4

8 20549 和紙ころころミニねこ ¥400 ¥500 2016年粋粋通信8月号NO381 4

9 20585 和紙ころころミニひよこ ¥400 ¥500 2016年粋粋通信10月号NO383 1

10 20401 和紙ころころすもう ¥600 ¥700 2015年粋粋通信11月号NO372 1

11 20402 和紙ころころ忍者 ¥600 ¥700 2015年粋粋通信11月号NO372 1

12 20437 和紙ころころにわとり（酉） ¥600 ¥700 2017年干支酉・縁起商品カタログ 2

13 20284 和紙ころころおさる（申） ¥600 ¥700 2016年干支申・縁起商品カタログ 4

14 20069 和紙ころころひつじ未 ¥600 ¥700 2015年干支未・縁起商品カタログ 4

15 8894 和紙ころころ招福だるま ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 5

16 8895 和紙ころころ招き猫 ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 5

17 8944 和紙ころころ獅子舞 ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 5

18 8982 和紙ころころわんこ ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 5

19 20032 和紙ころころかぶと ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 5

20 20033 和紙ころころ桃太郎 ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 5

21 20034 和紙ころころ赤おに ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 5

22 20205 和紙ころころしばいぬ ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 5

23 20211 和紙ころころ侍 ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 5

24 20243 和紙ころころ雪だるま ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 5

25 20244 和紙ころころサンタ ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 5

26 20361 和紙ころころかぐや姫 ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 5

27 8354 和紙ころころうさぎ ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 6

28 8428 和紙ころころこねこ ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 6

29 8436 和紙ころころかえる ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 6

30 8507 和紙ころころぱんだ ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 6

受付期間：2016年11月20日～12月31日まで

1 / 2 ページ



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

ＴＥＬ　： ０５７５－３３－０２２８

　価格改訂のお知らせ（注文書）
貴社名

電話番号

FAX番号

資材高騰のため下記の商品が2017年1月1日より価格変更となります。
12月中にご予約頂きましたお客様には、旧価格で発送させて頂きます。
ぜひ、お得なこの期間にまとめてご予約いただく事をおすすめ致します。
その際は、このご注文書をご利用下さいませ。

尚、納期の指定は受けかねます事ご了承頂きますようお願い申し上げます。
（出荷は、ご予約順となります。）

また、出荷の際には送料仕切りより少ない場合は、別途送料がかかります。
（事前に出荷日はご連絡させて頂きます。）

弊社コード 商品名 旧価格 新上代 カタログ名 掲載ページ 注文数

受付期間：2016年11月20日～12月31日まで

31 8508 和紙ころころこぶた ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 6

32 8536 和紙ころころこぐま ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 6

33 8537 和紙ころころふくろう ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 6

34 8549 和紙ころころ金太郎 ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 6

35 8688 和紙ころころ金魚ちゃん ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 6

36 8689 和紙ころころかえるハミング ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 6

37 8893 和紙ころころおかあさん ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 6

38 8900 和紙ころころぺんぎん ¥600 ¥700 第68期カタログ人形飾り 6

39 20212 和紙ころころこいのぼり ¥650 ¥700 第68期カタログ人形飾り 6

40 12386 ちりめんお手玉花うさぎ ¥450 ¥500 第68期カタログ人形飾り 8

41 2073 さやか姫（大）チャイム付 ¥1,050 ¥1,150 第68期カタログ人形飾り 2

42 2079 和紙人形  相々傘 ¥600 ¥750 第68期カタログ人形飾り 2

43 2080 相々傘  祖父母 ¥600 ¥750 第68期カタログ人形飾り 2

44 2088 押花人形  花の子 ¥350 ¥450 第68期カタログ人形飾り 2

45 20277 まり姫（大）袋入 ¥450 ¥550 第68期カタログ人形飾り 2

46 20278 まり姫（小） ¥350 ¥450 第68期カタログ人形飾り 2

47 2089 起き上り人形（小）祖父母 ¥300 ¥400 第68期カタログ人形飾り 3

48 2090 起き上り人形（小）和装新婚 ¥300 ¥400 第68期カタログ人形飾り 3

49 2092 起き上り人形（小）わらべ ¥300 ¥400 第68期カタログ人形飾り 3

50 2093 起き上り人形（小）姫 ¥300 ¥400 第68期カタログ人形飾り 3

51 2095 起き上り人形（小）桃太郎 ¥300 ¥400 第68期カタログ人形飾り 3

52 2099 起き上り人形（小）武士 ¥300 ¥400 第68期カタログ人形飾り 3

53 2106 起き上り人形（小）忍者 ¥300 ¥400 第68期カタログ人形飾り 3

54 12026 まり姫根付 ¥350 ¥450 第68期カタログ和の生活雑貨 25

55 14004 おじいさんおばあさん耳かき ¥300 ¥400 第68期カタログ和の生活雑貨 26

56 14005 わらべ耳かき ¥300 ¥400 第68期カタログ和の生活雑貨 26

57 14006 昔話耳かき ¥300 ¥400 第68期カタログ和の生活雑貨 26

58 20279 まり姫耳かき ¥350 ¥450 第68期カタログ和の生活雑貨 26

59 6004 紙風船セット（大） ¥450 ¥550 第68期カタログ和の生活雑貨 28

60 6005 縁日セット ¥450 ¥550 第68期カタログ和の生活雑貨 28
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