
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　 2018年干支戌　製作者のキモチ❤

３Ｐ～５Ｐ　 仕入れ忘れはございませんか？秋のおすすめ

2017年　9月号  NO.394 6Ｐ～8Ｐ　 お知らせ・お手紙・こぼれ話

今月のテーマ「食欲の秋対策」

今月の新作
これからの季節にぴったりの福ろうとハロウィンの新作です！

ハロウィンは今や日本で大ブーム！お化けカボチャから

顔を出す黒ネコちゃんがかわいい起き上がりこぼしです！

小色紙飾りちりめん 小色紙飾り和紙
仲良し福ろう　\1,000 仲良し福ろう　\1,000
20751 20752

ﾛｯﾄ10、13.5×12cm、スタンド付、日本製 ﾛｯﾄ10、13.5×12cm、スタンド付、日本製

和紙ころころハロウィン　\800
20753

ﾛｯﾄ10、直径5×高6cm、日本製

ハロウィンの後はすぐクリスマスですよ。ご予約はお早めに（＾＾）

和紙
クリスマス飾り　\1,500 ちりめんお手玉 ちりめんお手玉
33344 ﾛｯﾄ10 スノーマン￥450 サンタクロース￥450
13×11×12cm、日本製 8811 8794

ﾛｯﾄ25、高さ8㎝、日本製 ﾛｯﾄ25、高さ8㎝、日本製

展示会のお知らせ
様々な企業や人が表現する場所、体感し共感する場所 rooms EXPERIENCE

会期 2017年 ９月６日（水）- ８日（金）
時間 10:00 - 19:00 （最終日は 18:00まで）
会場 五反田TOCビル 13階
 〒141-0031 東京都品川区⻄五反田7-22-17

人と人とのつながりをつけるギフト
第84回東京インターナショナルギフトショー秋2017
会期 2017年 ９月６日（水）- ８日（金）
時間 10:00 - 18:00 （最終日は 17:00まで）
会場 東京ビッグサイト（東京国際展示場）
スタイリッシュ文具フェア東１ホール Ｔ１０−０７（２ブース）
ギフトショーウェブ　http://www.giftshow.co.jp/tigs/84tigsinvitation/index.htm
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粋粋通信 国・地域資源活用

事業計画認定企業

お待ちしてます！

営業みのわ



2018年干支戌　製作者のキモチ❤
日本人力士の活躍から横綱に

したいと思いました

とにかく豪華で立派な

景気の良い干支飾りにしたく

ボリューム感を出しました

みこ製作

動きののあるワンコがどうしても

欲しくて思いつきました。

福を手招きしてるんです！！

皆様に笑顔と幸せが届きますように
と思い作りました。どちらも小判の
位置に悩みましたが雰囲気の違った
個性あるお手玉に仕上がり、嬉しかったです 出荷まつやま製作

みこ製作

いつも自分が欲しい！かわいい！と

心から思えるモノを作りたいと思って

ますが、とくに今年のワンコの中で

私がイチバン好きなワンコです�

家で鏡餅の上にのせて飾ります！！
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強く優しくたくましい横綱犬が大きなお宝袋を背負って幸運を運びます

（干支戌）開運萬福犬（特大）屏風付 ￥5,000

20654 ﾛｯﾄ1、サイズ28×19.5×21cm、日本製

ゆらゆら揺れて幸運を手招きしてるよ

（干支戌）

ちりめん起き上り犬 ￥1,300

20652 ﾛｯﾄ10、 5×5.3×8ｃｍ、日本製

（干支戌）

ちりめんお手玉幸福犬 ￥800

20647 ﾛｯﾄ30

直径5×6ｃｍ、日本製

ここほれわんわん

（干支戌）

ちりめんお手玉

笑福小判犬 ￥800

20646 ﾛｯﾄ30

直径5×6ｃｍ、日本製

（干支戌）ちりめん鏡餅犬￥1,200

20653
ﾛｯﾄ10、 6.5×6.5×7.5ｃｍ、日本製

生産しみず製作

田内常務のアイデア

をカタチにしました

縁起物を工夫して

豪華につけました！

京ちりめんをふんだ

んに使用した存在感

があります

毎年飾れるのが良いですよ（＾＾）

ちりめん鏡餅（大） ￥8,000

20674 ﾛｯﾄ1、16×16×26cm、 日本製



仕入れ忘れはございませんか？

秋のおすすめ

¥1,600 ¥1,300 ¥1,800

20519 ﾛｯﾄ： 10 20521 ﾛｯﾄ： 10 20517 ﾛｯﾄ： 10
約17×13×8㎝、日本製 約19×13×11.5㎝、日本製 14.5×11.5×8.5㎝、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     

和紙ころころうさぎ台・屏風付
ちりめんお手玉うさぎ
台・屏風付 ふっくらうさぎドームケース入

←紅白まんじゅう
みたいでしょ（＾＾）

ちぎり絵小色紙お月見 ¥800

5178 ﾛｯﾄ10

13.5×12㎝、スタンド付、日本製

ちりめんお手玉

ふっくらうさぎ 1個¥500

12670 ﾛｯﾄ30

直径5×高さ4㎝

赤・白アソート、日本製

ちりめんお手玉花うさぎ 1個¥500

12386 ﾛｯﾄ30

直径5×高さ6㎝

多色アソート、日本製

敷き紙 もみじ ￥450

4095 ﾛｯﾄ10

直径10㎝、4色×5枚、日本製

敷き紙楊枝セット(もみじ) ￥500

4196 ﾛｯﾄ10

直径10㎝、4色各5枚、楊枝3本、日本製

和紙べんりマグネット

うさぎ（2個セット） ￥500

20550 ﾛｯﾄ10

直径3㎝、日本製

和紙ころころ

ミニうさぎ ￥500

20548 ﾛｯﾄ20

3.5×3.5×5cm

日本製

和紙ころころうさぎ ￥700

8354 ﾛｯﾄ10

高さ７㎝、アソート、日本製

ちりめんお手玉うさぎ 1個¥550

2388 ﾛｯﾄ30

高さ7㎝

3色アソート、日本製



仕入れ忘れはございませんか？

今月の新作　ー2017年セレクト秋柄雑貨ー
昨年よりご好評頂いておりますセレクト柄の2017年版秋柄雑貨を作成しました！

通常できない柄指定が、セレクト柄雑貨はできるので柄を統一することで

売り場の雰囲気やテーマを絞れて、お客様の注文度もアップします。

今回は５アイテムを用意しました。ぜひ、お試しを（＾＾）

友禅和紙フォトスタンド　￥850
5216

ﾛｯﾄ10、13×17cm、縦横兼用、日本製

お手紙に添えても素敵ですよ（＾＾）

和紙しおり　１枚￥２００
めがねやリモコン入れにもオススメ 1132

筆立　友禅（丸）　￥500 ﾛｯﾄ30、4.5×12cm、日本製

7032

ﾛｯﾄ20、直径8×12㎝、日本製 海外のお客様にも人気です

おしゃれっ子鏡
油取紙付　1個￥750
10032 ﾛｯﾄ25

7×10cm、脂取り紙と鏡付、日本製

アクセサリーやキーを置いたり

お菓子受けなどあると便利

和紙トレイ（小）　1個￥600
7107 ﾛｯﾄ10

13.5×13.5×2cm、日本製
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秋草
昨年一番人気のシックで

高級感のある柄

縞
大正ロマン風

で大人の女性

にぴったり

蝶
夏の名残を思

わせる上品な

柄です

紅葉
さりげない青海

波の文様が紅

葉を引き立たせ

てる豪華な柄



仕入れ忘れはございませんか？

秋のおすすめ
和紙ころころ 目力強いよ

七転八起！ ミニ福ろう　\500 紙風船福ふくろう

福ろう界のスーパースター 20504 (一枚入)　￥250

和紙ころころ ﾛｯﾄ20、ｻｲｽﾞ高さ4cm、日本製 6145
ふくろう　\700 ロット12、直径21㎝

8537

ﾛｯﾄ10、直径5㎝、日本製

ミニ福の神　1個￥400

20200笑福キツネ、20201ふくろう
ﾛｯﾄ１０、高さ約5㎝

ちりめんモビール仲良し福ろう　\1,800

20552 ﾛｯﾄ：10　

11×17.5㎝、日本製

和紙のし袋
花しらべ　\300
ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ8.5×17㎝、日本製

ちぎり絵タペストリー（小）　1個\1,500
11261福ろう、11243お月見、11242紅葉
ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ15×40㎝、日本製

敬老てぬぐいギフトセット　1個￥850

秋①13426 秋②13427 おじいちゃん12183、おばあちゃん12184
ﾛｯﾄ10、てぬぐい33×90㎝、綿100％、日本製

藍染めお手玉 藍染めお手玉

おじいちゃん　\400 おばあちゃん　\400

12181 ﾛｯﾄ30 12182 ﾛｯﾄ30

直径5×4㎝、日本製 直径5×4㎝、日本製
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干支戌サンプル希望随時募集中です！ 
7月の干支戌サンプル出荷では、大変ご好評を頂きました！
犬は干支に関係なく人気なので、売れ筋間違いなし！
カタログやHPをご参照頂き、気になる商品ございましたら
お気軽にご連絡くださいませ。

みこ発

2018年新作おひなさま　来月発表！！
今年もちりめんや和紙の個性豊かでバラエティに富んだ新作おひなさま

作りました！！早くお客様にご覧に入れたくて社員一同わくわくｳｽﾞｳｽﾞしています

どうぞ、こうご期待を！！

社長いしかわ発

2018年新作五月飾り　製作開始
石川紙業株は、いよいよ五月飾りの新作作りへと突入していきます。

特に力が入るのが男性スタッフです（佐藤・田内・石川の3名です（＾＾；））

特に歴史マニアの佐藤の活躍が目まぐるしく、とてもアイデア豊富なので楽しみにしています！

五月飾りでこんなのがあったらいいな�と思ったら、どうぞお気軽にお声かけ下さいませ！！

営業さとう

数量限定

石川紙業の注文書を使うと「和紙タンス」限定プレゼント！
下記の注文書フォームをつかって注文いただいたお客様に、

「和紙タンス」をプレゼントさせて頂きます！！

注文書はHPよりダウンロードできます。
ぜひ、この機会にHPもご覧くださいませ！
無くなり次第終了とさせて頂きます事ご了承下さいませ。

カタログ注文書フォーム
粋粋通信注文書フォーム　
業界別人気ベスト３０注文書　
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写真より実物の方がずっとかわいいですよ！

売れ筋間違いなしですので、仕入れ忘れがないか今一度

ご確認をお勧めします！来月はサンプルアンケート結果

干支張子（戌）

ワンダフル￥1,500

ｺｰﾄﾞ20708 ﾛｯﾄ10
サイズ10×7×10ｃｍ

干支張子（戌）

鞠戌￥1,500

ｺｰﾄﾞ20707 ﾛｯﾄ10
サイズ11×8×8.5ｃｍ（黒板含む）

干支張子（戌）

ゆりゆり￥1,500

ｺｰﾄﾞ20709 ﾛｯﾄ10
サイズ10×6×9ｃｍ

干支張子（戌）

破魔矢￥1,100

ｺｰﾄﾞ20705 ﾛｯﾄ10
サイズ11×7×8ｃｍ

茶 白 黒

ミニ福の神 手招喜犬 1個400円

ｺｰﾄﾞ20632 ﾛｯﾄ10
ｻｲｽﾞ高さ6cm

佐藤



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     2017.8.20

食欲の秋対策
対策は、食べても大丈夫な体づくりのために 
 ヨガ 始めまーす!!
生産ふるた

営業さとう 本能の赴くまま食べたい時に食べたいものをでしたが、

最近、散歩をし始めました！ 今は、読書だったりゲームだったりネイルだったり 出荷まつやま

子どもと一緒にうだつの町並みをてくてく。 （無理やり）目先をかえています

効果に期待！＾＾

『野菜』と『きのこ』をたくさん食べ　

生産しみず 過剰なカロリー摂取に気をつけます。

いつも間食や食べ過ぎることはしないので、 営業たうち

今年も秋の味覚をマイペースに楽しみますo(^-^)o

営業みのわ

社長いしかわ 何を食べても美味しい秋は食欲を抑えられないので

対策ってなんの？むだなことはしませーん。 対策はありません。好きなものを好きなだけ頂きます。

輝いている石川紙業社員が輝いてる社員を紹介するコーナーです！

ストレートなダジャレ（＾＾；）ですが、よりお客様の身近に感じて頂き会社の雰囲気が

伝われば嬉しいです！今回は、生産部加藤を営業部長屋が紹介しまーす

今月のお便り：生産部加藤 生産部長屋
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先日トヨタ自動車技能士会の皆様100名が手作り体験にご訪問。和紙皿＋和紙

ころころ手作り体験のファミリーセットを１時間半楽しんで頂きました～！みなさ

ますごい傑作ばかり！ブログで紹介していますのでぜひご覧ください。

手作り体験を含む和雑貨販売は、研修旅行に、家族会、イベント旅行に喜んで

いただいています。当社のノウハウを活かした手作り体験オリジナルも企画販

売していますので、お客様で手作り体験を開設したい方は、ぜひお問合せくださ

い。

社員が

shine紹介



OEM・オリジナル制作・記念品・ノベルティ製作が得意な石川紙業におまかせください！

ＯＥＭオリジナル製作のおすすめ！
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こちらは、日本三大盆踊り「郡上おどり」の

シーズンに合わせ、オリジナルラベルの「小

紋柄手ぬぐい」販売の写真。会社ロゴ「おか

げさま」をオリジナルラベルにし、旅行者に販

売をされています！なんと上代価格で450円

でひじょうに買いやすい価格帯の手ぬぐいで、

ご好評をいただいています。

石川紙業のＯＥＭ オリジナル製作専用ページはこちら

http://www.ishikawa-shigyo.com/oem.html
いろんな事例が写真入りでわかりやすく掲載されていますので、ぜひご覧ください。

これ見て(＾◇＾)！

いつだって「かわいい」に夢中！

石川紙業㈱のかわいい和モノが大好きで

より「かわいい」を追求し続けて

いるヒトや現場をご紹介します！

「季ごころ屋小紋柄てぬぐい 花火とふくろう」

をご利用のお客様からのおたより頂きました！

車のヘッドレストカバーに使いました～↓↓↓

おもしろい使い方事例をありがとうございます！
当社もまさか『小紋柄手ぬぐい』が車のヘッドレストカ

バーになるとは驚きでした。手ごろな値段で、和風ヘッ

トレストカバーにデコレイトできて素晴らしいアイディ

アです！しかも『小紋柄手ぬぐい』は48種類の柄があ

りますから、いろんなバリエーションで楽しめますね。

季ごころ屋小紋柄てぬぐい1枚￥450（税別）

10118

ﾛｯﾄ10、サイズ33×90㎝、全46種類 綿100％ 日本製

ラベルのOEM承っております！



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

2017年　粋粋通信9月号　NO394注文書
1ページ 今月の新作　 5ページ 秋のおすすめ 注文数

ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 8537 和紙ころころふくろう ¥700

20751 小色紙飾りちりめん仲良し福ろう ¥1,000 20504 和紙ころころミニ福ろう ¥500

20752 小色紙飾り和紙仲良し福ろう ¥1,000 6145 紙風船　福ふくろう（一枚入） ¥250

20753 和紙ころころハロウィン ¥800 20200 ミニ福の神笑福キツネ ¥400

33344 和紙クリスマス飾り ¥1,500 20201 ミニ福の神ふくろう ¥400

8811 ちりめんお手玉スノーマン ¥450 20552 ちりめんモビール仲良し福ろう ¥1,800

8794 ちりめんお手玉サンタクロース ¥450 13426 和紙のし袋　花しらべ　秋① ¥300

２ページ 2018年干支戌　製作者のキモチ❤ 13427 和紙のし袋　花しらべ　秋② ¥300

20654 (干支戌）開運萬福犬（特大）屏風付 ¥5,000 11261 ちぎり絵タペストリー(小）福ろう ¥1,500

20652 (干支戌）ちりめん起き上り犬 ¥1,300 11243 ちぎり絵タペストリー(小）お月見 ¥1,500

20646 (干支戌）ちりめんお手玉笑福小判犬 ¥800 11242 ちぎり絵タペストリー(小）紅葉 ¥1,500

20647 (干支戌）ちりめんお手玉幸福犬 ¥800 12181 藍染めお手玉　おじいちゃん ¥400

20653 (干支戌）ちりめん鏡餅犬 ¥1,200 12182 藍染めお手玉　おばあちゃん ¥400

20674 ちりめん鏡餅(大) ¥8,000 12183 敬老てぬぐいギフトセットおじいちゃん ¥850

３ページ 秋のおすすめ 12184 敬老てぬぐいギフトセットおばあちゃん ¥850

20519 和紙ころころうさぎ台・屏風付 ¥1,600 6ページ 干支戌サンプル随時募集中

20521 ちりめんお手玉うさぎ台・屏風付 ¥1,300 20632 ミニ福の神手招喜犬 ¥400

20517 ふっくらうさぎドームケース入 ¥1,800 20709 干支張子（戌）ゆりゆり ¥1,500

5178 ちぎり絵小色紙　お月見 ¥800 20708 干支張子（戌）ワンダフル ¥1,500

4196 敷き紙楊枝セット（もみじ） ¥500 20707 干支張子（戌）鞠戌 ¥1,500

4095 敷き紙　もみじ ¥450 20705 干支張子（戌）破魔矢 ¥1,100

2388 ちりめんお手玉　うさぎ ¥550 8ページ これ見て！いつだって「かわいい」に夢中！

12670 ちりめんお手玉ふっくらうさぎ ¥500 10118 季ごころ屋　小紋柄てぬぐい ¥450

8354 和紙ころころうさぎ ¥700 その他のご注文どしどしおまちしていまーす↓↓下記にご記入くださいませ！

20548 和紙ころころミニうさぎ ¥500

20550 べんりマグネットうさぎ(２個ｾｯﾄ） ¥500

12386 ちりめんお手玉花うさぎ ¥500

４ページ 秋のおすすめ

5216 友禅和紙フォトスタンド 縞 ¥850

5216 友禅和紙フォトスタンド 蝶 ¥850

5216 友禅和紙フォトスタンド 紅葉 ¥850

5216 友禅和紙フォトスタンド 秋草 ¥850

7032 筆立　友禅（丸） 縞 ¥500

7032 筆立　友禅（丸） 蝶 ¥500

7032 筆立　友禅（丸） 紅葉 ¥500

7032 筆立　友禅（丸） 秋草 ¥500

1132 和紙しおり 縞 ¥200

1132 和紙しおり 蝶 ¥200

1132 和紙しおり 紅葉 ¥200

1132 和紙しおり 秋草 ¥200

7107 和紙トレイ（小） 縞 ¥600

7107 和紙トレイ（小） 蝶 ¥600

7107 和紙トレイ（小） 紅葉 ¥600

7107 和紙トレイ（小） 秋草 ¥600

10032 おしゃれっこ鏡油取紙付 縞 ¥750

10032 おしゃれっこ鏡油取紙付 蝶 ¥750 貴社名

10032 おしゃれっこ鏡油取紙付 紅葉 ¥750

10032 おしゃれっこ鏡油取紙付 秋草 ¥750

電話番号

↓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 希望納期

2018年干支犬サンプル希望


