
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　

１～２Ｐ　今月の新作

３P　扇子・扇子入れ

2017年　4月号  NO.389 ４～５P　母の日におすすめの実用品・お知らせ・お手紙

今月のテーマ「子供の日のごはん（の思い出）」 ６～８P　新作五月人気ランキング・今月おすすめの「和紙ころころ」

今月の新作
続々登場！犬ブーム復活！！ 肉球に胸キュン間違いなし（＾＾）
和紙ころころ犬張子戌　￥７００ べんりマグネット犬　1個\500
ｺｰﾄﾞ20634 ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ3.5×6cm、日本製
ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ高さ6cm、日本製 12723柴犬茶、12724和犬白、12725アソート

＊和紙ころころｼﾘｰｽﾞは起き上りこぼしです

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 ¥32,400

のし袋・ポチ袋キャンペーン

なごみシリーズのし・ポチ袋Wハーフセット

ｺｰﾄﾞ33338　

展示会出展のお知らせ「Interior Lifestyle Tokyo」
出展します！Interior Lifestyle Tokyo／インテリア ライフスタイル
今までにない石川紙業誕生！！お楽しみに（＾＾）

名称 Interior Lifestyle Tokyo／インテリア ライフスタイル 感度の高いデザイン展

会期 2017年 6月 14日（水）- 16日（金） ～ハイデザインで世界市場へ～

開催時間 10:00 - 18:00 （最終日は 16:30まで）
会場 東京ビッグサイト（東京国際展示場） 西 1・3・4ホール + アトリウム
主催 メサゴ・メッセフランクフルト（株）
入場料 2,000円
* 招待状持参者およびWeb来場事前登録者は無料
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粋粋通信
国・地域資源活用

事業計画認定企業

わんわん❤

４月上旬から販売予定

ご予約承り中

お得なセットでの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



今月の新作
クールな扇子新登場！飽きのこない落ち着いたデザインで老若男女問わずご使用頂けます。
フォーマルな場面でもこれなら間違いなし！

営業みのわ

粋・シルク扇子　短地無地　1本1,300円 別売りの扇子入れに入れて

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ21cm、中国製 持ち運べば、大人の装いに
ピッタリですよ

今月のおすすめ
この時期は、入社や転勤などの移動やお祝いごとの多い季節。こんな素敵なふくさ祝儀袋はいかがですか。

贈っても喜ばれますし、ご自身用としてフォーマルな席でのふくさや小物入れなどにもご使用もできます。

内側はポリエステル100％なので、丈夫で何度でもご使用可能ですよ（＾＾） 赤13430

和紙ふくさ祝儀袋　1個1,500円
ﾛｯﾄ5、折り畳みｻｲｽﾞ20.5×12cm、日本製、美濃和紙 みこ

青13431 金13432
私は祝儀袋ではなく

無くさない様に大事な

通帳やお薬手帳入れてます

ごちゃごちゃになる

バックの中を綺麗に整理整頓�

女子力アップです！

昨年大好評！完売御礼の小判型うちわ
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
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縞
（しま）

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り 唐草



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。
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母の日におすすめの実用的な和雑貨

5月14日（日）は母の日です。

¥1,000 ¥700

10146 ﾛｯﾄ： 10 10115 ﾛｯﾄ： 10
135×30㎝、（房含む）、アソート、綿100%、日本製 25×25㎝、柄アソート納品、綿100%、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245101465 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245101151

¥750 ¥750

10152 ﾛｯﾄ： 5 10151 ﾛｯﾄ： 5
21×20㎝、綿100％、日本製 21×20㎝、綿100％、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245101526 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245101519

中止商品のお知らせ ホームページのお知らせ
下記の商品が中止となります。

ご愛顧頂き、ありがとうございました。
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季ごころ屋ねこ物語
巾着

季ごころ屋うさぎ物語
巾着

季ごころ屋
こっとんまふらー

季ごころ屋
和柄はんどたおる

柄見本
(アソート納品となります）

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

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

4 5 3 2 2 4 5 3 3 3 2 3 1

トップページが美しい五月人形に変わりました！1月2月価格改訂の内容を反映し、商品紹

介が新しくなっています。社長が毎日更新している最新情報ブログと合わせてぜひご覧くだ

さい。

和紙ころころ

おかあさん ￥７００

8893 ﾛｯﾄ10

直径5cm、日本製



生産部部長：清水

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     2017.3.20

子供の日のごはん（の思い出）
ほんと小さい頃、土間のかまどで火を熾し祖母が

ちまきを手作り。絶妙な味わいが美味しくて何個

箕輪家の５月５日は神棚に大豆を入れたご飯を焚き、 も食べました。 社長いしかわ

それを菖蒲の葉のお皿に載せ、塩鯖一匹、自家製ち

まきをお供えしおさがりを戴きます。豆ごはんは 生産部ふるた

一年まめに過ごせますようにという願いを込めてと、 嫁ぎ先では、かしわ餅もちまきも手作りで、

営業箕輪 ちまきは子供の日にかかせないものですが、我が家 かしわ餅は「かしわ」ではなく「くぬぎ」の

では田植えした稲が育つようにということでお供え 葉を使います。ちまきは笹の葉で包んで、何個か

します。鯖は？たぶん手に入りやすい魚だったのだ 舟の形にして大鍋でゆでます。子どもが大きく

と思います。 くなって、家にいなくてもお供えとして作っています。

出荷まつやま 生産しみず

学校の実習で作ったかしわ餅 特別なご馳走はしませんでしたが、シンプルに

母と一緒に作った思い出があります。 ちまきとしょうぶ湯。葉っぱで遊びながらお風呂

今はかわいい三人の娘が自分たちで料理 に入るのが楽しかったです。

してくれるのを美味しくいただいています。

子供の頃は兄の誕生日が５月５日ということ

覚えていません(^-^;　 もあり、兄が食べたいと言った食事になっていました。

皆さんのコメントをもとに、かわいい息子

にはこどもの日のご馳走、思い出を作って 営業たうち

営業さとう あげたいと思います。
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石川社長のわくわく通信 2017.3.20

今号は生産部長の清水美里を紹介します！

当社は、2016年新商品発表355種類、取扱い1,699種類で、膨大な

種類の和雑貨を扱っています。そのため、生産部は唯一部長が二

人存在し、その一人が才媛女子、清水部長こと「清水さん」です。

清水さんは、とっても絵がうまい！海外で大学就学経験を持ち、

正確さと繊細さが同居する描写はさすがです。なんと絵だけでなく、

切り絵も素晴らしい！当社の大人気の切り絵の花シリーズは、皆様

もご存知のことと思います。

古田生産部長と同じく、責任感が強く計画的に緻密な作業をいとわ

ない清水さんを皆が頼りにしています。ただいま2018年干支戌（い

ぬ）の企画製作に取り組んでいます。皆様6月に発表になりますの

で、どうかおたのしみに！

こんにちは！社長の石川です。岐阜県美濃市の冬は寒さが油断禁物です。

二月末に暖かくなったと思いきや、三月に大寒波で雪でこごえることがよくあ

ります。もうすぐ春の美濃まつり。厳しい冬を乗り越えて、花々が咲き乱れる

中舞うみこしはほんと素晴らしいです。4月8日9日ぜひ観にきてください。
さて、岐阜県美濃市の冬の時期は、観光客は激減します。そこでたいへん助
かっているのは、市の観光課、市の観光協会、県の観光連盟です。いろんな
情報がいただけるだけでなく、他市や海外まで勧誘に行ってくださいます。先
日は着物姿で旅行会社さんが視察する設営をしてくださり本当にありがたい
です。シーズンオフはご協力いただける県や市の団体に加盟し、相互協力し
て下へ下へと根を伸ばすこと、おすすめです。



五月飾り・新作一括サンプルアンケート 2017年3月20日

人気ランキング発表
この度も沢山のご回答をいただき、ありがとうございました。
結果は以下の通り。皆様に大変喜んで頂けてうれしいです！！
ぜひ、仕入れのご参考にして下さいませ。

和紙部門
新緑のなかのわらべとこい

手のひらサイズでかわいらしい がかわいいと評判です

売れ筋間違いなし 和紙ぷち若武者
和紙ころころミニ モビール飾り
こいのぼり　\550 ミニ　\1,000

20606 ﾛｯﾄ10 20603
直径4.5×3cm、日本製 ﾛｯﾄ10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206061 直径7.5×9cm、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄ4532245206030

お値打ち感がすごい
とのお声を多数頂きました！
和紙ころころこいのぼりカブト

三曲屏風台付　\2,800

20600
ﾛｯﾄ1

28×11×8.5ｃｍ、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206009

こんなの欲しかった
お客様の目をひく大きさ

飾りやすく、贈り物にもぴったり
ちぎり絵小色紙飾り
鯉のぼりとかぶと　\1,300

20616 ﾛｯﾄ10

12×13.5cm、スタンド付、日本製

ﾊﾞｰｺｰド4532245206160

お客様より頂戴したお声の一部をご紹介
一括サンプルの特別なサービスは初めてでした。小売店にとっては、とても助かるサービスです。

一括サンプルは、時間もいただきゆっくり見られるのですごく助かっております。

いつも送って頂き、とてもありがたいです。また、一個から注文できるのは本当に助かります。

実際に商品を見ることができるので、ありがたいです。改善点はとくにありません。
実物を拝見できるところと、そのまま注文として受け取れるところがよかったです。
早い時期にサンプルを送って頂けているので充分です。
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ディスプレイ

和紙ころころ兜

¥5,000

20610 ﾛｯﾄ１
直径30×高30cm、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206108



五月飾り・新作一括サンプルアンケート

人気ランキング発表
この度も沢山のご回答をいただき、ありがとうございました。
結果は以下の通り。皆様に大変喜んで頂けてうれしいです！！ 大きさもあり

ぜひ、仕入れのご参考にして下さいませ。 かわいさもあり

お値打ちな

ちりめん部門 ちりめん
水引のあやめが素敵な こいのぼり坊や
ちまきカラーのかご入です 角台付　\2,000
ちりめんお手玉かぶと 20601 ﾛｯﾄ10

水引かご入り　\1,600 9×6×25ｃｍ、日本製

20614 ﾛｯﾄ10

9.5×4.8×10cm、日本製

新色登場！

華やかで豪華な ちりめんお手玉
ちりめんかぶと のぼり旗こいのぼり 若武者くん赤￥650

モビール飾り　\1,900 お手玉かぶと 12721
20605 ﾛｯﾄ10 台付　\2,100 ﾛｯﾄ30

直径13×15cm、日本製 20602 高さ７ｃｍ、日本製

ﾛｯﾄ10

14.5×10.5×23cm、日本製

干支戌一括サンプル希望募集！ 7月24日（月）出荷予定

ただいま石川紙業では、2018年干支戌デザイン企画真っ最中！
石川紙業ならでは、戌と迎春飾りを楽しみにしていてください！
限定したお客様のみ、真っ先に石川紙業の干支迎春サンプルを発送します！
ご希望のお客様はお気軽にご連絡くださいませ。

石川紙業の一括サンプルの長所
➀実物をどこよりも早く見られる
②一括サンプルを買取で１０％オフ。
（サンプルの中から必要なものだけ買い取ることも出来ます。）

③費用がかからない（送料当社もち）
③アンケート回答者に抽選で賞品が当たる特典つき（＾＾）
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今月のおすすめ

  和紙ころころ 大人気の起き上がりこぼしです

¥800 ¥800 ¥800

20543 ﾛｯﾄ： 10 20544 ﾛｯﾄ： 10 20545 ﾛｯﾄ： 10

直径約7.5ｃｍ、日本製 直径約7.5ｃｍ、日本製 直径約7.5ｃｍ、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245205439 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245205446 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245205453

¥800 ¥700 ¥700

20546 ﾛｯﾄ： 10 20032 ﾛｯﾄ： 10 20211 ﾛｯﾄ： 10

直径約7.5ｃｍ、日本製 直径約7.5ｃｍ、日本製 直径約5cm、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245205460 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245200328 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245202117

¥700 ¥700 ¥700

20033 ﾛｯﾄ： 10 8549 ﾛｯﾄ： 10 20212 ﾛｯﾄ： 10

直径約7.5cm、日本製 直径約5cm、日本製 直径8㎝、2色アソート、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245200335 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245085499 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245202124
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和紙ころころ桃太郎 和紙ころころ金太郎
和紙ころころ
こいのぼり

和紙ころころ織田信長 和紙ころころ豊臣秀吉 和紙ころころ徳川家康

和紙ころころかぶと和紙ころころ石田三成 和紙ころころ侍



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

2017年　粋粋通信4月号　NO389注文書
1ページ 今月の新作　 6ページ 五月飾り新作人気ランキング和紙部門

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

20634 和紙ころころ犬張子戌 ¥700 20606 和紙ころころミニこいのぼり ¥550

12723 べんりマグネット犬・柴犬茶 ¥500 20603 和紙ぷち若武者モビール飾りミニ ¥1,000

12724 べんりマグネット犬・和犬白 ¥500 20600 和紙ころころこいのぼりカブト三曲屏風 ¥2,800

2ページ 今月の新作　 20616 ちぎり絵小色紙飾り鯉のぼりとかぶと ¥1,300

33353 粋・シルク扇子　短地無地NO55紺 ¥1,300 20610 ディスプレイ和紙ころころかぶと ¥5,000

33354 粋・シルク扇子　短地無地NO56黒 ¥1,300 7ページ 五月飾り新作人気ランキングちりめん部門

33355 粋・シルク扇子　短地無地NO57茶 ¥1,300 20614 ちりめんお手玉かぶと水引かご入 ¥1,600

33356 粋・シルク扇子　短地無地NO58緑 ¥1,300 20601 ちりめんこいのぼり坊や角台付 ¥2,000

2ページ 今月のおすすめ 20605 ちりめんかぶとモビール飾り ¥1,900

13431 和紙ふくさ祝儀袋　青 ¥1,500 20602 のぼり旗こいのぼりお手玉かぶと台付 ¥2,100

13432 和紙ふくさ祝儀袋　金 ¥1,500 12721 ちりめんお手玉若武者くん　赤 ¥650

13430 和紙ふくさ祝儀袋　赤 ¥1,500 ８ページ 今月のおすすめ「和紙ころころ」

3ページ 扇子・扇子入 20543 和紙ころころ織田信長 ¥800

33326 粋・彩扇子121022しだれ桜 ¥1,100 20544 和紙ころころ豊臣秀吉 ¥800

33328 粋・彩扇子121087うさぎ ¥1,100 20545 和紙ころころ徳川家康 ¥800

33329 粋・彩扇子136006赤富士 ¥1,100 20546 和紙ころころ石田三成 ¥800

33327 粋・彩扇子121041カトレア ¥1,100 20032 和紙ころころかぶと ¥700

33325 粋・彩扇子121019蝶ピンク ¥1,100 20211 和紙ころころ侍 ¥700

33252 粋シルク扇子 ¥1,200 20033 和紙ころころ桃太郎 ¥700

33265 粋　扇子入れ ¥500 8549 和紙ころころ金太郎 ¥700

33284 粋　扇子入れ　友禅 ¥500 20212 和紙ころころこいのぼり ¥700

4ページ 母の日におすすめの実用的な和雑貨 ↓ご希望のお客様は下記に☑チェックを入れて下さいませ

10146 季ごころ屋　こっとんまふらー ¥1,000 美濃和紙ブランドシール

10115 季ごころ屋　和柄はんどたおる ¥700 夏和雑貨ウォールポケットセット希望

10152 季ごころ屋ねこ物語　巾着 ¥750 のし袋・ポチ袋キャンペーン希望

10151 季ごころ屋うさぎ物語　巾着 ¥750 干支戌一括サンプル希望

33322 てぬぐい　ティシュ入　うさぎ ¥600 この他のご注文どしどしおまちしてます！

33323 てぬぐい　ティシュ入　ねこ ¥600 ↓下記にご記入下さいませ

貴社名

電話番号

希望納期


