
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　2017年夏のセレクト柄

2017年　3月号  NO.388 ３P　新五月飾りの製作者のキモチ�

今月のテーマ「好きな犬の種類」 ４P　お手紙とこぼれ話

今月の新作
人気のしばいぬにミニが登場！！来年の干支ですよ（＾＾）
和紙ころころミニしばいぬ　1個￥500
ｺｰﾄﾞ20625

ﾛｯﾄ20、ｻｲｽﾞ3.5×3.5×4cm、日本製
＊和紙ころころｼﾘｰｽﾞは起き上りこぼしです

優しい手描きの招き猫（＾＾）
愛くるしい表情に癒されて運気アップ！！
手描き和紙ころころ招きねこ　1個900円
全5種類、ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ高さ6cm、日本製
　　20620　招き猫 2062１　招き猫招福 　20622招き猫開運笑顔　　　20623招き猫招福笑顔 20624　招き猫開運大笑い

ミニ福の神ｼﾘｰｽﾞに新しくてまねき犬が登場！！ ミニ福の神ｼﾘｰｽﾞに新しくかえるが登場！！
ミニ福の神  手招喜犬　1個400円 ミニ福の神  金運カエル　1個400円
ｺｰﾄﾞ20632 ｺｰﾄﾞ20633

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ高さ6cm ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ高さ6cm、日本製

昨年大好評！完売御礼の小判型うちわ2017年バージョン
粋・友禅染うちわ小判型　1本1,000円
ｺｰﾄﾞ33342

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ17.5×37.5cm、5柄アソート、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     

粋粋通信
国・地域資源活用

事業計画認定企業

わんわん❤

ミニ 通常ｻｲｽﾞ

茶 白 黒

縞
（しま）

唐草

五色
草花

（緑） 花火

美濃和紙友禅染紙 使用

美濃和紙を京都で一色ごと手刷

ひとつずつハンドメイド

手招喜犬、カエルは、

５月から販売です！



Wよしこイチオシ！！

2017年　初夏のセレクト柄
昨年よりご好評頂いております、Wよしこのセレクト友禅柄ｼﾘｰｽﾞです！
期間限定で柄指定が可能です。和雑貨のトータルコーディネートでお店の鮮度が保たれますよ。
リピーターのお客様も喜ぶ事間違いなし（＾＾）
ご注文は、添付の注文書をご利用下さいませ。
（柄）
　　　縞（しま） 　　　　唐花 五色 草花（緑） 花火

（アイテムは全部で6種類）

和紙トレイ（小）　¥600 和紙ペントレイ　¥500
ｺｰﾄﾞ7107　ﾛｯﾄ10 ｺｰﾄﾞ7109　ﾛｯﾄ10

和紙トレイ（大）　¥700
ｺｰﾄﾞ7121　ﾛｯﾄ10
22×16×1cm、日本製 友禅メモ帳　¥400

ｺｰﾄﾞ7099　ﾛｯﾄ10 粋・友禅染うちわ
文庫箱（中）　1個\900 12×8cm、柄アソート、日本製 小判型　\1,000
ｺｰﾄﾞ15037　ﾛｯﾄ10 色付和紙メモ60枚 ｺｰﾄﾞ33342

14×19×5cm、日本製 べんりマグネット　1個￥400 ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ17.5×37.5cm

5柄アソート、日本製

四角　ｺｰﾄﾞ12412

丸　　　　12329

星　　　　12331

夏和雑貨ウォールポケットセット
夏の必需品「はんどたおる・扇子・扇子入れ」のセットです。
レジ横や壁のちょっとしたスペースを活用できます。

（参考商品明細）商品の中身は変更可能です。お気軽にお問合せ下さいませ。
参考上代合計

季ごころ屋ガーゼはんどたおるうさぎピンク、緑 9枚 ¥4,500
粋扇子入れ 9本 ¥4,500
粋扇子入れ友禅 9本 ¥4,500
粋彩り扇子 5種類各３本 ¥16,500

合計 ¥30,000
税込合計 ¥324,000

和柄には珍しい
爽やかなグリーン

モダンな花火模様

をピンクでｷｭｰﾄに

華やかで元気ので
る五色柄

上品な大人の紫を

爽やかに彩る唐花
クールで粋な新橋
色の縞柄



のし袋・ポチ袋キャンペーン キャンペーン期間：１月1日～3月31日

　なごみねこ33338　

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     2017.1.20

新作五月飾り　制作者のキモチ�
出荷部みなみ

水引きの菖蒲の花にこだわりました

玄関先などちょっとしたところにおいて

頂くとかわいいと思います。

贈りものにもぜひ！ 縁起がよくて元気(^^)

ちりめん笑い鯉
わらべ付　\850

20617 ﾛｯﾄ10

高さ8.5cm、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄ4532245206177

生産部ながや

小さいからだでよっこらしょっと

水引のあやめが素敵なちまきカラーのかご入と起き上がる姿が

ちりめんお手玉かぶと とてもかわいいですよ。

水引かご入り　\1,600

20614 ﾛｯﾄ10

9.5×4.8×10cm、日本製

ﾊﾞｰｺｰド4532245206146

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
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進学・就職・転勤など春は何かとのし袋を使う機会が多いですね。

そこで、BOXやポケットでお客様の手の届きやすい場所に陳列して頂きたい！！

お得なセットでご提供させて頂きます！

のし袋3種各5枚、ポチ袋6種各5枚（税抜き14,500円）で

ウォールポケットプレゼント

新登場 手作り体験！

和紙ころころおひなさま手作り体験！ 1,512円税込

お好きな和紙ころころ２個＋冠、勺、扇セット（サービス）で、オンリーワン

のおひなさまが作れます！

岐阜県美濃市は、有名な高山と同じ城主「金森長近」が、関ケ原合戦

後に作った最後の城下町です。碁盤の目のようになった町並みは、国の

伝統建造物保存地区に指定され、「うだつ」を名物に味わい深い観光地

になっています。

当社のアンテナショップは、ちょうどその真ん中の絶好の立地です。岐

阜県というとスキーができ、冬場の観光も盛んなイメージがありますが、

残念ながら美濃市は閑散期。そこで、観光協会が中心となって、町屋の

おひなさまを開催し、町並みの家々におひなさまを飾るイベントを行って

います。

当社はもちろん自慢の手作りおひな様を飾り、手作り体験は、和紙ころ

ころおひなさまができる特別メニューを開始しました！こんなオリジナル

の手作り体験の企画も販売できますので、ぜひお声かけください！

新登場 手作り体験！
和紙ころころおひなさま手作

り体験！ 1,512円税込

お好きな和紙ころころ２個＋

冠、勺、扇セット（サービ

ス）で、オンリーワンのおひ

なさまが作れます！

やっほー
みこ
笑う門には福来るという
私のモットーを形にしました！

作っていても、つい笑顔に
なってます（＾＾）

生産部かとう
ちりめんでずっしりと
かっこよいカブトを

目指して作りました。
空を飛ぶイメージの

こいのぼりたちです。



生産部部長：古田

以前は長年に柴犬と生活。柴犬は日なたが大好き。

やっぱり、柴犬！ いつも香ばしいにおいがしてました。

最近お隣で飼い始めた柴犬の 社長いしかわ 雌なのにけっこうワイルドで、へびを捕まえたことも。

子犬のさくらちゃんが

長沢芦雪の作品「白象黒牛図屏風」 好きな種類は特になく
みこ の犬みたいにかわいくて（＞＜） 出会って�が合えば

なんでもOK!
実は・・・・ 生産部ふるた
犬が苦手です。怖がると余計に吠える
と言われ平静を装いますが内心すごく

怖がっています（T_T)どんな犬でも 生産部しみず

営業箕輪 吠えなければOKです！ 和犬なら紀州・柴・甲斐・・・

洋犬ならシェパードやコリーって

耳の立っている犬が好きみたいです。

黒柴で～す。ご近所のおうちの黒柴ちゃんの出産に 何かかしこそう（＾＾）

立ち会ってしまいました。なので愛着が湧いてしまって
出荷まつやま 常務たうち

僕もやっぱり柴犬が大好きです。

子供の頃、柴犬の雑種を長く飼って

営業さとう いました。

決められない・・・・ 今でも懐かしいいい思い出です。

自分によってきてくれる犬が好きです（笑）

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     

石川社長のわくわく通信 2017.2.20

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。

６人の生産部、４０人の内職さんをまとめる古田部長は、

古田リーダーの愛称でみなに親しまれています。

私がとってもうれしいのは、古田リーダーは休日に出かけ

た時にめずらしいお菓子を買ってきてくれて、社員全員に、

ちょうど一息つきたい時にお茶とともに配ってくれることで

す！

美濃市でもたいへん顔が広いです。出歩くと知り合いばか

り。元市長が当時の市長夫人に「お前よりあの人の方が顔

が広いよ～」と言った伝説があります。それだけ骨を折り愛

情の深い方だと思います。

ちょうど今時期は、おひなさまの生産が一息つき、五月人

形の生産が佳境を迎える中、干支戌の企画製作で多忙な

時期です。仕事と家庭に一生懸命で、やさしくて強い女性

陣が企画し生産する、手作りの当社の商品が、たくさんの

方々に、笑顔と元気、幸せをプレゼントできることを祈って

います。

2月1日～2月3日東京ギフトショーLIFE × DESIGN

にご来訪ありがとうございました！ 創業１１５年

美濃和紙雑貨製造石川紙業新商品を一堂に公開

させていただきました。
目下、営業部全員がお客様へ訪問営業をしてい
ます！ご希望のお客様はぜひお電話ください！



ｺｰﾄﾞ：10118
ﾛｯﾄ：10

ｻｲｽﾞ：33×90㎝、全41種類

綿100％　日本製,アソート納品

2　とんぼ紺 3　桜(大) 11　麻の葉ベタ 13　桜(小) 54あられ山吹

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 54あられ山吹 55あられ青　　　　　　

56亀甲　　　　　　　　　　57市松濃紺　　　　　　58七宝からし　　　　　59矢羽根紫 60とんぼエンジ 61麻の葉エンジ 62麻の葉紺
＊てぬぐいの両端は切りっぱなしです。

季ごころ屋小紋柄てぬぐい ￥450
4 5 3 2 2 4 5 1 0 1 1 8 2

季ごころや こもん巾着 1個

¥500
10180

ﾛｯﾄ10、全8柄、12×13㎝

綿100%、生地：文

4 5 3 2 2 4 5 1 0 1 8 0 9

在庫限り

新柄 60とんぼエンジ 61麻の葉エンジ 62麻の葉紺
名称変更 2とんぼ → 2とんぼ紺
在庫限り 11麻の葉ベタ



和の生活雑貨

ガーゼたおる・はんかち
当社オリジナルデザインのハンドタオルです。肌ざわりが良く、大人かわいいデザインです。

写真の色合いはイメージです。ぜひ、実物のサンプルをお取り寄せ下さいませ。

柄見本

季ごころ屋ガーゼたおる

さくら ￥700

10143 ﾛｯﾄ10

34×80cm、綿100％、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245101434

季ごころ屋ガーゼはんどたおる

うさぎ ￥500

10141 ﾛｯﾄ10

30×30cm、綿100％、日本製

2色アソート

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245101410

季ごころ屋うさぎ物語

ガーゼたおる ￥700

10128 ﾛｯﾄ10

34×80cm、綿100％、日本製

2色アソート

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245101281

季ごころ屋ねこ物語

ガーゼたおる ￥700

10132 ﾛｯﾄ10

34×80cm、綿100％、日本製

2色アソート

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245101328

季ごころ屋

ガーゼたおる ￥700

10116 ﾛｯﾄ10

34×80cm、綿100％、日本製

柄アソート

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245101168

通常の掛け率と違います

季ごころ屋

ガーゼはんかち ￥450

10117 ﾛｯﾄ10

22×22cm、綿100％、日本製

柄アソート

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245101175

通常の掛け率と違います



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



和の生活雑貨

敷き紙

敷き紙ねこ ¥450 敷き紙　桜 ¥450 敷き紙　もみじ ¥450
4484 ﾛｯﾄ： 10 4070 ﾛｯﾄ： 10 4095 ﾛｯﾄ： 10

11×18cm、4色×5枚、日本製 約直径11cm　4色×5枚、日本製 約直径10cm、4色X5枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245044847 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245040702 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245040955

¥450 ¥450 ¥450

4096 ﾛｯﾄ： 10 4115 ﾛｯﾄ： 10 4192 ﾛｯﾄ： 10
約直径10cm、4色X5枚、日本製 約直径11cm、5色各4枚、日本製 直径11㎝、4色各5枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245040962 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245041150 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245041921

¥500 ¥500 ¥500

4193 ﾛｯﾄ： 10 4194 ﾛｯﾄ： 10 4195 ﾛｯﾄ： 10
直径11㎝、4色各5枚、楊枝3本、日本製 直径11㎝、4色各5枚、楊枝3本、日本製 直径11㎝、5色各4枚、楊枝3本、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245041938 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245041945 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245041952

¥500 ¥500

4196 ﾛｯﾄ： 10 4276 ﾛｯﾄ： 10
直径11㎝、4色各5枚、楊枝3本、日本製 19×11㎝、金箔懐紙15枚、染和紙15枚、楊枝3本入
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245041969 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245042768

敷き紙楊枝セット
（もみじ）

敷き紙　彩りかさね
楊枝付(寿）

敷き紙　クローバー 敷き紙ひょうたん 敷き紙　梅

敷き紙楊枝セット
（ひょうたん）

敷き紙楊枝セット
（さくら）

敷き紙楊枝セット
（うめ）



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

2017年　粋粋通信3月号　NO388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

20625 和紙ころころミニしばいぬ ¥500 ↓ご希望のお客様は下記に☑チェックを入れて下さいませ

20205 和紙ころころしばいぬ 通常サイズ ¥700 美濃和紙ブランドシール

20620 手描き和紙ころころ招き猫 ¥900 夏和雑貨ウォールポケットセット希望

20621 手描き和紙ころころ招き猫招福 ¥900 のし袋・ポチ袋キャンペーン希望

20622 手描き和紙ころころ招き猫開運笑い ¥900

20623 手描き和紙ころころ招き猫招福笑い ¥900 この他のご注文どしどしおまちしてます！

20624 手描き和紙ころころ招き猫開運大笑い ¥900 ↓下記にご記入下さいませ

2ページ 初夏のセレクト柄

33342 粋・友禅染うちわ小判型 縞しま ¥1,000

33342 粋・友禅染うちわ小判型 唐草 ¥1,000

33342 粋・友禅染うちわ小判型 五色 ¥1,000

33342 粋・友禅染うちわ小判型 草花緑 ¥1,000

33342 粋・友禅染うちわ小判型 花火 ¥1,000

7099 友禅和紙メモ帳 縞しま ¥400

7099 友禅和紙メモ帳 唐草 ¥400

7099 友禅和紙メモ帳 五色 ¥400

7099 友禅和紙メモ帳 草花緑 ¥400

7099 友禅和紙メモ帳 花火 ¥400

7121 和紙トレイ(大) 縞しま ¥700

7121 和紙トレイ(大) 唐草 ¥700

7121 和紙トレイ(大) 五色 ¥700

7121 和紙トレイ(大) 草花緑 ¥700

7121 和紙トレイ(大) 花火 ¥700

7107 和紙トレイ（小） 縞しま ¥600

7107 和紙トレイ（小） 唐草 ¥600

7107 和紙トレイ（小） 五色 ¥600

7107 和紙トレイ（小） 草花緑 ¥600

7107 和紙トレイ（小） 花火 ¥600

7109 和紙ペントレイ 縞しま ¥500

7109 和紙ペントレイ 唐草 ¥500

7109 和紙ペントレイ 五色 ¥500

7109 和紙ペントレイ 草花緑 ¥500

7109 和紙ペントレイ 花火 ¥500 貴社名

15037 友禅和紙文庫箱(中) 縞しま ¥900

15037 友禅和紙文庫箱(中) 唐草 ¥900

15037 友禅和紙文庫箱(中) 五色 ¥900 電話番号

15037 友禅和紙文庫箱(中) 草花緑 ¥900

15037 友禅和紙文庫箱(中) 花火 ¥900

べんりマグネット ¥400 希望納期


