
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　　　　　　　5～6Ｐこぼれ話

２Ｐ　　製作者のキモチ　　　　　7Ｐ　和紙貼り陶器人形

３Ｐ　　業界別今年の売れ筋おひなさまランキング

2018年　2月号  NO.399

今月のテーマ「2018年の抱負」

今月の新作 大人気シリーズの新作登場！これからの時期にピッタリ！シリーズ全部並べてお客様の注目度アップ！

便箋、ポチ袋としてもご使用できます 多数の柄がございます。　７ページをぜひご参照下さいませ

通常サイズと並べるとかわいいですよ 和紙貼り陶器人形 和紙貼り陶器人形
敷き紙楊枝セット（さくら大）　￥700 招き猫(小)花もよう￥2,500 招き猫(大)花もよう￥3,000
商品ｺｰﾄﾞ：4528 商品ｺｰﾄﾞ：20787 商品ｺｰﾄﾞ：20786

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ直径約18cm、10枚入、楊枝3本、日本製 ﾛｯﾄ5、ｻｲｽﾞ8×8×10㎝（台含む） ﾛｯﾄ5、ｻｲｽﾞ10×10×13㎝（台含む）

日本製 日本製

和紙貼り陶器人形 和紙貼り陶器人形
招き猫(小)水玉もよう\2,500 招き猫(大)水玉もよう\3,000

敷き紙楊枝セット（さくら）￥500 商品ｺｰﾄﾞ：20789 商品ｺｰﾄﾞ：20788
商品ｺｰﾄﾞ：4194 ﾛｯﾄ5、ｻｲｽﾞ8×8×10㎝（台含む） ﾛｯﾄ5、ｻｲｽﾞ10×10×13㎝（台含む）

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ直径約11cm 日本製 日本製

20枚入、楊枝3本、日本製

第85回東京インターナショナルギフトショー春2018に出展します！！ 営業さとう

皆様にお会いできることを楽しみにしております。
・⽇  付： 2018年2⽉7⽇（⽔）〜9⽇（⾦） 3⽇間
・時  間： 10:00〜18:00 ※最終⽇は17:00まで
・会  場： 東京ビックサイト
・ブース ： STYLISH文具フェア 東3-T22-06（２ブース）

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     

↑後ろ姿もかわいい

OEM、オリジナル製作

特集しますよ

←四方を折り畳むとポチ袋になります

粋粋通信



製作者のキモチ❤

価格改定のお知らせ

下記の品が、2018年3月1日より価格改定となります。

ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
弊社コード 旧価格 新価格

6026 ¥450 ¥500
6006 ¥750 ¥800

紙風船金魚（小）3枚入 風物セット

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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紙風船　金魚（小）３枚入
風物セット

商品名

水引の台がかわいい！

和紙ふっくらびな水引台付¥1,200

20750 ﾛｯﾄ10 ｻｲｽﾞ15×11×9㎝、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207501

出荷みなみ

水引を紅白カラーで

カタチをお花に見立て

お祝いのイメージにしました。

飾りやすく、インスタ映え間違いなし！
うさぎがかわいい！！

友禅和紙うさぎびな

吊飾り¥1,300

20744 ﾛｯﾄ10

6×6×16cm

日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207440

生産ふるた

かわいい丸い
しろうさぎちゃん！

玄関やげた箱の上、

出窓に飾れば

ほっこりしますよ

ゆらゆらかわいいよ

和紙ころころ
おひなさまセット¥1,400

20749 ﾛｯﾄ10 ｻｲｽﾞ11.5×6×6㎝、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207495

生産はたの

ひとつひとつ手描きの顔

笑顔がとてもかわいいですよ。

とにかくかわいいよ

友禅和紙ねこびな

モビール飾りミニ¥1,100
20739 ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ10×8.5×10㎝、

日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207396

生産みわ

人気のモビールに

ねこがあったらいいなと

思い作りました

招き猫のおひなさま！！

友禅和紙ころころねこびな

台付¥1,500

20746 ﾛｯﾄ10

14.5×10.5×7cm

日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207464

生産ながや

大人気のねこを使った総友禅

のおひなさまです！

華やかで遊び心たくさんの

起き上りこぼしになっています



業界別！今年の売れ筋おひなさまランキング！！
当社のお客様は多業種に渡り、６５０社様とのお取引があります！

すでに2018年1月20日現在多くのお客様に今年度のおひなさまをご購入頂いております！
今年の新作も多数ランクインしてます！ぜひ、仕入れのご参考にご活用下さいませ！

↓↓↓2018年おひなさまカタログは下記よりダウンロードできます（＾＾）

http://www.ishikawa-shigyo.com/news/detail_592.html

順位 文具・生活雑貨小売店 呉服・人形

1 20547 和紙小色紙飾りおひなさま 20742 のぼり旗和紙おひなさま

2 20572 ミニ壁掛ひしもちおひなさま 20748 和紙うさぎびな衝立

3 20744 友禅和紙うさぎびな吊飾り 20570 和紙おひなさま衝立3段飾り

4 12677 ちりめんお手玉おひなさま(友禅) 20744 友禅和紙うさぎびな吊飾り

5 8360 ちりめんお手玉うさぎびな(友禅） 20738 ちりめんぷちびなモビール飾り

和紙小色紙飾り おひなさま \800

ｺｰﾄﾞ20547

ミニ壁掛
ひしもちおひなさま \750
ｺｰﾄﾞ20572
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のぼり旗

和紙おひなさま¥1,200

ｺｰﾄﾞ20742

和紙うさぎびな

衝立 ¥1,400

ｺｰﾄﾞ20748

友禅和紙うさぎびな

吊飾り¥1,300

ｺｰﾄﾞ20744

和紙おひなさま

衝立3段飾り¥2,700

ｺｰﾄﾞ20570

ちりめんお手玉

おひなさま(友禅)1個￥550

ｺｰﾄﾞ12677

ちりめんお手玉

うさぎびな(友禅)1個￥550

ｺｰﾄﾞ8360



オールタイムマイベストおひなさま
8482和紙２段飾り雛
２年ほど前に、注文に生産が間に合わず社員で内職して作りました。

その時に大変細かい作業で不器用な私はなかなか思うようにできず、職人の皆さんに改めて感謝しました。

生産しみず

社員と内職さんが心を込めて作り上げている

お雛様たちなので、どれも思い入れがあって

選べないです（＾＾）。全部！

8990和紙2段飾りうさぎびな 出荷まつやま

私が入社してからずっとヒット商品で

在庫が出来たかと思うとすぐに注文が入り、

いつも在庫がなかった気がします。なので、

微力ながら私も製作のお手伝いをした

思い入れがあります。

あの小さな顔に見つめられてかわいい～

と気分上々です〓〓

営業さとう

絶対目立つ、ディスプレイころころおひなさま！
試作を自分が担当したこともあり愛着があります。

出荷みなみ 特におびなの烏帽子と笏には苦労しました…。
私のヒットはこれ！七夕のお雛様

バージョンみたいで 社長いしかわ

願いが叶いそうですよね～ 五月人形にもあるディスプレイころころおひなさまですね！

この笑顔を見るだけでハッピーになっちゃう(^^)/

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！

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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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。

今月ご紹介するのは・・・・

お客様から支給の和紙で、

オリジナルのノベルティセットを製作いたしました！

マグネットはメモが挟めるギミック付です。

当社の長年培った技術であれば、

紙だけでなく布地等でも対応できます！

ぜひ、御社のもつ素材を活かしてみませんか？

2月のギフトショーでは、ＯＥＭオリジナル制作特集

を展示します！！！ご訪問いただくお客様に、石

川紙業の実績を業界ごとに大公開！ＯＥＭオリジ

ナル制作博物館のようになりますので、ご期待くだ

さい！！！

ロット３００～（要相談）

納期はデザイン決定後２週間～

生産ふるた

とてもかわいくて

気に入ってます

営業たうち

見ていると

とても幸せな気分になる

からです。

20745和紙ころころミニ

うさぎびな台付

20747ちぎり絵

小色紙飾り吊るしびな

ディスプレイころころおひなさま

おびな20731

めびな20732



営業さとう

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     2017.12.20

五月商品カタログ発送・おすすめ一括サンプル

１月上旬に２０１８年５月節句商品カタログを発送しております。
また、１００社限定一括サンプルの発送を２/１６に予定しております。
今年も２０品の新商品が加わり更にパワーアップしております！
一括サンプルは、発送先の得意先様には皆様に大変喜んでいただいております。
写真のようにまずはディスプレイしてお客様の反応を確認して見てください！

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     

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！

12月中はベトナムから300名のお客様が、体験ショップにご来訪いた

だき、手作り体験と商品をご購入いただきました。今までに23カ国の海

外のお客様が来訪！手作り体験は人気ですので、ぜひ御社にオリジ

ナルの手作り体験をご相談ください！海外の方の体験の作品は思

いがけないデザインが多く、とても楽しいです。その笑顔は、それぞれ

国柄は違えど、当社商品を「かわいい！」と思う気持ちは同じと実感！

うれしい(^^)/ 

23か国海外観光客が楽しむ日本文化の手作り体験！
http://www.ishikawa-shigyo.com/news/detail_672.html

美濃和紙人形手作り体験！和紙ころころ！ベトナムから来訪！
http://www.ishikawa-shigyo.com/news/detail_666.html

ドイツ・ミュンヘンで石川紙業の和雑貨が人気！

ブールデンブルグ城はじめクリスマスマーケットで、石川紙業の手作り和紙雑貨を販売し盛況だったという

お客様からのホットなメールを頂戴しました！！

昨年も開催し「和紙ころころ」はリピーターがあり完売！ドイツの子供たちは普段見慣れない、手作りの日本の

和雑貨に目を輝かせながら興味深く見入っていたうれしいエピソードも！

石川紙業さんの商品は前回にもまして手ごたえを感じたとのこと。ドイツと日本のかけ橋になればこんなうれしいことはございません。当社の

あったかい雰囲気や商品が、お客様の笑顔をつくり、幸せや元気のプレゼントを世界中にできますように願っています。

下記のブログで詳しく掲載しています！

ぜひご覧くださいませ！

http://www.ishikawa-shigyo.com/news/detail_727.html

お早めにお申し込み下さいませ



ちょっとお耳を拝借

和紙ころころぱんだオススメです�

シャンシャンブーム乗っかって和紙ころころぱんだはいかがですか（＾＾）

シャンシャンみたいにころっころっですよ❤

シャンシャンに会いたいな—

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、営業：箕輪を出荷部松山が紹介しまーす

今月のお便り：営業箕輪

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     

社員が

shine紹介

今年は、早くからこちら岐阜県でも雪が降り毎日とても寒

い日々が続いております。

皆様のところはいかがでしょうか？

さて、新春早々『２０１８年五月節句カタログ』をお送り

いたしました。皆様のお手元に届きましたでしょうか？ま

だという方是非ご一報ください。

今年も社員一人一人が思いを込めて製作しました新作２

０品は今までにない段飾り、一本吊飾り、またディスプレ

イころころにサイズ感がぴったりの大きなタペストリーな

ど、オリジナリティあふれる商品がた～くさんあります。

２/７～東京ビッグサイトで行われるギフトショーでも出品

いたしますし、皆様に大変好評な一括サンプルで商品を

ご覧いただくこともできます。一括サンプルは先着１００

件ですのでお早めにご予約ください。詳しくは粋粋通信

に記載しております。

また、一昨年5月にオープンし多くのお客様にご来訪いた

だいております、『美濃和紙雑貨体験ショップ石川紙業』

にもお時間がございましたらお越しください。

ショップでは１２月よりおひなさまを展示しております。私

も先日近所のお友達と和紙ころころの手作り体験をして

きました。(画像こんな作品ができました～)とても熱中し

て時間を忘れるほどでした。

得意先様には特別なプレゼントがあるかもしれません

よ！是非お待ちしております。

和紙ころころぱんだ ¥700

8507 ﾛｯﾄ10

直径約5cm、日本製



和紙貼陶器

¥3,500 ¥3,500

20626 ﾛｯﾄ： 5 20627 ﾛｯﾄ： 5

10×10×13㎝（台含む）、日本製 10×10×13㎝（台含む）、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206269 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206276

¥3,500 ¥2,800 ¥3,000

20628 ﾛｯﾄ： 5 20588 ﾛｯﾄ： 5 20629 ﾛｯﾄ： 5

10×10×13㎝（台含む）、日本製 10×10×13㎝（台含む）、日本製 8×8×10㎝（台含む）、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206283 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245205880 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206290

¥3,000 ¥3,000 ¥2,300

20630 ﾛｯﾄ： 5 20631 ﾛｯﾄ： 5 20589 ﾛｯﾄ： 5

8×8×10㎝（台含む）、日本製 8×8×10㎝（台含む）、日本製 8×8×10㎝（台含む）、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206306 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206313 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245205897

Ishikawa paper goods ltd.

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     

和紙貼り陶器人形
招き猫(小)椿

和紙貼り陶器人形
招き猫(小)雪柄

和紙貼り陶器人形
招き猫(小)

和紙貼り陶器人形
招き猫(大)花火柄

和紙貼り陶器人形
招き猫(大)椿

和紙貼り陶器人形
招き猫(大)

和紙貼り陶器人形
招き猫(大)雪柄

和紙貼り陶器人形
招き猫(小)花火柄

この商品は丹精込めて作られた
「瀬戸焼」に、“無形文化遺産本
美濃紙”の流れを汲む「美濃和
紙」を一枚一枚手作業で丁寧に貼
り上げた置物です。
地元美濃と尾張の特産物である

「美濃和紙」と「瀬戸焼」のよさ
を融合させ 美濃の地で培われた
伝統のちぎり絵技術を用いて完成
させた当社の自信作でございます。

石川紙業(株) 謹製



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

2018年　粋粋通信2月号　NO399注文書
1ページ 今月の新作

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

4528 敷き紙楊枝セット（さくら大） ¥700 美濃和紙ブランドシール

4194 敷き紙楊枝セット（さくら） ¥500

20787 和紙貼り陶器人形招き猫(小)花もよう ¥2,500 2018年新作おひなさまサンプル希望

20786 和紙貼り陶器人形招き猫(大)花もよう ¥3,000

20789 和紙貼り陶器人形招き猫(小)水玉もよう ¥2,500 その他のご注文どしどしおまちしておりまーす↓↓↓

20788 和紙貼り陶器人形招き猫(大)水玉もよう ¥3,000 下記にご記入下さいませ！

2ページ 製作者のキモチ❤

20750 和紙ふっくらびな水引台付 ¥1,200

20744 友禅和紙うさぎびな吊飾り ¥1,300

20749 和紙ころころおひなさまセット ¥1,400

20739 友禅和紙ねこびなモビール飾りミニ ¥1,100

20746 友禅和紙ころころねこびな台付 ¥1,500

2ページ ↓3月1日より価格改訂します

6026 紙風船　金魚（小）３枚入 ¥450

6006 風物セット ¥750

3ページ 業界別！今年の売れ筋おひなさまランキング

20547 和紙小色紙飾りおひなさま ¥800

20572 ミニ壁掛ひしもちおひなさま ¥750

20744 友禅和紙うさぎびな吊飾り ¥1,300

12677 ちりめんお手玉おひなさま(友禅) ¥550

8360 ちりめんお手玉うさぎびな(友禅） ¥550

20742 のぼり旗和紙おひなさま ¥1,200

20748 和紙うさぎびな衝立 ¥1,400

20570 和紙おひなさま衝立3段飾り ¥2,700

20738 ちりめんぷちびなモビール飾り ¥1,200 完売

4ページ オールタイムマイベストおひなさま

8482 和紙2段飾りびな ¥1,800

20745 和紙ころころミニうさぎびな台付 ¥1,400

8990 和紙2段飾りうさぎびな ¥1,800

20747 ちぎり絵小色紙飾り吊るしびな ¥1,300

20731 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲころころおひなさま（おびな） ¥5,000

20732 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲころころおひなさま（めびな） ¥5,000

6ページ ちょっとお耳を拝借

8507 和紙ころころぱんだ ¥700

7ページ 和紙貼陶器

20626 和紙貼り陶器人形招き猫(大)花火柄 ¥3,500

20627 和紙貼り陶器人形招き猫(大)椿 ¥3,500

20628 和紙貼り陶器人形招き猫(大)雪柄 ¥3,500

20588 和紙貼り陶器人形招き猫(大) ¥2,800

20629 和紙貼り陶器人形招き猫(小)花火柄 ¥3,000

20630 和紙貼り陶器人形招き猫(小)椿 ¥3,000 貴社名

20631 和紙貼り陶器人形招き猫(小)雪柄 ¥3,000

20589 和紙貼り陶器人形招き猫(小) ¥2,300 電話番号

希望納期


