
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 5P 　いつだって「かわいい」に夢中！

2P製作者のキモチ 6P 　社員がshine紹介

3P業界別今年の売れ筋五月飾りランキング 7P 　春におすすめ商品～準新作～

2018年　3月号  NO.400 4Pこぼれ話・OEMのススメ 8P 　期間限定商品「パンダ」特集

こぼれ話テーマ「オールタイム、マイベスト五月人形」

新作　和紙貼り陶器人形

和紙貼り陶器人形 和紙貼り陶器人形

かぶと台・屏風付　  \4,500 かぶと座布団付　  \4,000

20790 20791
ﾛｯﾄ１、約21×13.7×10cm、日本製 ﾛｯﾄ１、約16×12.5×12cm、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207907 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207914

和紙貼り陶器人形
親子鯉のぼり　\3,000

20792 20793
ﾛｯﾄ1､約19×11.5×12cm、日本製 ﾛｯﾄ1､約19×11.5×12cm、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207921 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207938

20794
ﾛｯﾄ1､約32×8.5×12cm、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207945

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

和紙貼り陶器人形
鯉のぼりと坊や　\3,000

和紙貼り陶器人形
親子鯉のぼり（大）　\3,800 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

粋粋通信
親犬でたよ～

ボクらもいるよ～

和紙貼り陶器人形

親犬(友禅) ￥1,200

20754
ﾛｯﾄ5、8×7×5cm、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207549

和紙貼り陶器人形

こいぬ(友禅) ￥800

20662
ﾛｯﾄ10、6×2.5×5cm、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206627
和紙貼り陶器人

形

こま犬(友禅)

￥1,300

20663
ﾛｯﾄ10、9×5×7.5cm

日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206627



製作者のキモチ❤

生産部ながや

和紙タンスに収納できるよ
五月飾り
和紙タンス入　\3,000

20770
ﾛｯﾄ1

日本製　サイズ：9×16×18ｃｍ

タンスは赤柄アソート

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207709

りりしい戦国の三豪傑が 五月人形用三曲屏風　\700
そろい踏み！！ 20771 ﾛｯﾄ：10

ころころ武将と 日本製　サイズ：36×0.5×12ｃｍ

屏風セット　\3,000 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207716 五月飾りとしてだけでなく、歴史好きの方にも

20767 ﾛｯﾄ：1 オススメ！武将の並べ方は自由です。一番

日本製　サイズ：30×14×12ｃｍ 好きな武将をセンターにどうぞ！

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207679 私は信長をセンターにしたいです（＾＾）

＊屏風単品も販売してます→ 生産部みわ

織田信長 　　豊臣秀吉 　　　徳川家康

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     

素敵な箱に飾れる収納できる豪華な五月飾りです

文庫箱(中)鯉のぼりと坊やセット ¥3,000

青20768 赤20769

ﾛｯﾄ1

サイズ：30×14×12ｃｍ 日本製

箱はアソート柄

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207686

大きな鯉に坊やを乗せた

り、別々に並べたり

遊び心たくさん！箱のフ

タを屏風のように人形の

後ろに立てると華やかに

なります！

出荷みなみ

五月飾りなんだけど、

かわいい旗にこだわ

りました。

柏餅のおもち感を出

すのに苦労しました。

タンスに収納できて

便利です！



業界別！今年の売れ筋五月飾りランキング！！
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2月20日現在多くのお客様に今年度の五月飾りのご注文を頂いております！
ちりめんと張子が人気ですね！和紙だと背の高い商品が好まれています。存在感がありますよね。
ぜひ、仕入れのご参考にご活用下さいませ！

↓↓↓2018年五月飾り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_747.html

順位 文具・生活雑貨小売店 漆器陶器

1 12702 ちりめんお手玉若武者くん 8887 はりこーシカ　5ヶ入

2 12662 ちりめん元気な坊や五月 12662 ちりめん元気な坊や五月

3 8887 はりこーシカ　5ヶ入 12702 ちりめんお手玉若武者くん

4 20417 はりこーシカ　３ヶ入 8566 空中散歩

5 20403 和紙ころころかぶとこいのぼり丸台付 2539 はしご鯉のぼり

ちりめんお手玉若武者くん \650

ｺｰﾄﾞ12702

ちりめん元気な坊や五月　1個\650
ｺｰﾄﾞ12662

豊かな日本の心をプレゼント
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↓赤色もかわいいよ

ちりめんお手玉

若武者くん赤 ¥650

ｺｰﾄﾞ12721

はりこーシカ ３ヶ入￥2,000

ｺｰﾄﾞ20417

和紙ころころかぶと

こいのぼり丸台付¥1,500

ｺｰﾄﾞ20403

はりこーシカ5ケ入 ¥3,000

8887 ﾛｯﾄ： 5

親鯉（12.5×8×8cm）に収納できます

空中散歩¥2,300

ｺｰﾄﾞ8566



オールタイム、マイベスト五月人形
営業みのわ

20772こどもの日だニャン→
今回の新商品で私一押し商品です！！

とてもかわいくできたのでヒットの予感・・・

社長いしかわ

生産かとう 8553友禅和紙こいのぼり衝立↑
20605ちりめんかぶとモビール→ 人気で在庫がなくお手伝いしたところ、たいへん！

ちりめんのかぶとを作ってみたくて、 かなり細かく作られていて安いと思いました。

実際に商品となり、凄く嬉しかったことを覚えています。

営業たうち 生産はたの

20791和紙貼り陶器人形 20778和紙のぼり棒
かぶと座布団付　→ 　　　　ぷち桃太郎→
美濃和紙の良さを存分に表現する

ことができた自信作だから。 キジとサルがとてもかわいいからです。

生産ながや

20600和紙ころころこいのぼりカブト三曲屏風付→
自分が試作を担当したこともあり、一番思い入れがあります。

我が家は娘ばかりなので、五月人形には縁がありませんが、

もし息子がいたらこれを飾ってお祝いしたいです。

営業さとう

20767 ころころ武将と屏風セット→
武将マニアの佐藤が監修！ 生産みわ

各武将の特徴を出すのにとても苦労しました。 20229和紙かぶとマグネット↑
三曲屏風と台がついたお得＆豪華な逸品です！！ 気に入って購入させて頂きました！

とてもカッコいいので子供も気に入ってます。

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！

　　オリジナル懐紙を作りませんか！

豊かな日本の心をプレゼント
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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・・・・

デザインをご提供いただければ、

オリジナルの懐紙が作れます。

OEMは......

ロット６００帖（1帖30枚）～（要相談）

納期はデザイン決定後２週間～

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？

←ちりめんべんりマグネットパンダ



営業さとう

お客様よりこんなコメント頂きました！

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     2018.2.20
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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！

ちりめんヘアゴム小花1個300円
ｺｰﾄﾞ33266

ﾛｯﾄ10、4柄アソート、日本製

「子どもの髪を結ってあげたいと思い、ちりめんでできたお花がかわい

い花ヘアゴムを選びました。

娘に見せるとかわいいと喜んで、結びたいと言って結んであげたら、

「お花かわいいね」と喜んでいました。ゴムもしっかりしているのでよ

かったです。他の色もほしくなりました。」

うさぎメモ帳ピンク1個400円
ｺｰﾄﾞ7066ﾛｯﾄ10

表紙４色アソート色付メモ紙６０枚日本製

「表紙がかわいいとメモするのが楽しみで購入。使ってみて字が書き

やすくてかわいくて満足です。プレゼントなどにもできそうなので、また

機会があれば購入します。」

手作り体験は、商品販売とちがって、コミュニケーションが生まれます。当

社の手作り体験は、1300年の歴史を持つ美濃和紙を使っていて、自己表

現ができるので、よく校外授業に使われます。

毎年地元高校の海外研修で、台湾・韓国の現地交流で、当社の手作り体

験が使っていただいています。体験ショップでも、様々な会社や団体が校

外授業に使われています。

当社は年間取扱1,500種類も商品があり、様々な手作り体験開発ができ

ます。ぜひお客様の店舗でも、オリジナル手作り体験を企画しますので、

ぜひお問合せください。

韓国 当社の手作り体験を使った海外研修の様子

台湾 当社の手作り体験を通して楽しく交流が深まりました！

校外授業事例集 美濃和紙雑貨の手作り体験はこちらをご覧ください。
http://www.ishikawa-shigyo.com/news/detail_752.html 



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、生産部リーダー古田を生産部羽田野が紹介しまーす

今月のお便り：生産部リーダー古田

カタログの訂正とお詫び

¥2,500

価格改定のお知らせ　

2018年4月1日より右の品の価格が変更となります。
ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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

1,300円 1,000円

2018年新作五月飾りカタロ

グ４P掲載、右の商品の価格

が間違っていました。お詫び

申し上げます。よろしくお願

い申し上げます。



春におすすめ商品　　～新作～
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

五月商品カタログ発送・おすすめ一括サンプル
営業みのわ

また、１００社限定一括サンプルの発送を２/１６にしました！
そろそろお手元に届く事だと思います。
まだ、お申込みされていないお客様でも、
随時対応させていただきますので、
お気軽にお声かけ下さいませ。

豊かな日本の心をプレゼント
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↑後ろ姿もかわいい

←四方を折り畳むとポチ袋になります

1か月間も試しに陳列販売できるので

売れ筋が実感出来ると

お客さまからも毎回大変ご好評頂いております！

ぜひ、一度お試しを



今月の新作
連日テレビで可愛い姿を披露して、もうすっかりメロメロです（＾＾）

あまりにカワイイから、作っちゃいました！！期間限定販売！

大人気メモが差し込めるマグネットシリーズ
べんりマグネットちりめん親子パンダ　\800

ｺｰﾄﾞ12726

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ親直径約5cm、子直径約4cm、日本製

ころころパンダに子パンダついたよ�
和紙ころころ親子パンダ　\850

ｺｰﾄﾞ20795

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ直径約8cm、日本製

これからの季節にぴったり
季ごころ屋
小紋柄てぬぐい  ￥450
ｺｰﾄﾞ10118　NO47笹パンダ

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

これからの季節にぴったり
紙風船パンダ(一枚入)　\200

ｺｰﾄﾞ6151

ﾛｯﾄ12、ｻｲｽﾞ直径約11cm

第85回東京インターナショナルギフトショー春2018レポート

今回も沢山のお客様にご来訪頂き、ありがとうございました！

豊かな日本の心をプレゼント
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いつものパンダ

和紙ころころぱんだ ¥700

ｺｰﾄﾞ8507
ﾛｯﾄ10

直径約5cm、日本製

今回のギフトショーで人気だったのは、なんてったて

ＯＥＭ、オリジナル特別展でした！

今回のギフトショーで提案は、お客様の和紙ころころオリジナルを制作し、完成

品を販売はもちろんのこと、 さらに完成品の販売と同時に、オリジナル和紙こ

ろころを手作り体験にする！という提案です！

それぞれの店舗の二階や奥のスペースなどお客様が入りにくいスペースは、

手作り体験がおすすめ。買わないお客様も手作り体験したり、コミュニケーショ

ンもとれて、滞在時間も長く購買チャンスができるなど利点が多くあり、おすす

めです。

もちろん、オリジナル和紙ころころでなくても、よりハードルの低く、当社の既存

の和紙ころころを手作り体験化できますよ。ぜひお問合せください。



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

2018年　粋粋通信3月号　NO400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

20790 和紙貼り陶器人形かぶと台・屏風付 ¥4,500 美濃和紙ブランドシール

20791 和紙貼り陶器人形かぶと座布団付 ¥4,000

20754 和紙貼り陶器人形親犬（友禅） ¥1,200 2019年新作五月飾りサンプル希望

20662 和紙貼り陶器人形こいぬ(友禅) ¥800

20663 和紙貼り陶器人形こま犬(友禅) ¥1,300 その他のご注文どしどしおまちしておりまーす↓↓↓

20792 和紙貼り陶器人形鯉のぼりと坊や ¥3,000 下記にご記入下さいませ！

20793 和紙貼り陶器人形親子鯉のぼり ¥3,000

20794 和紙貼り陶器人形親子鯉のぼり（大） ¥3,800

2ページ 製作者のキモチ

20768 文庫箱(中)鯉のぼりと坊やセット(青) ¥3,000

20769 文庫箱(中)鯉のぼりと坊やセット（赤） ¥3,000

20770 五月飾り和紙タンス入 ¥3,000

20767 ころころ武将と屏風セット ¥3,000

20771 五月人形用三曲屏風 ¥700

3ページ 業界別！今年の売れ筋おひなさまランキング！！

12702 ちりめんお手玉若武者くん ¥650

12721 ちりめんお手玉若武者くん　赤 ¥650

8887 はりこーシカ　5ヶ入 ¥3,000

12662 ちりめん元気な坊や五月 ¥650

8566 空中散歩 ¥2,300

20403 和紙ころころかぶとこいのぼり丸台付 ¥1,500

20417 はりこーシカ　３ヶ入 ¥2,000

5ページ これ見て（＾＾）いつだって「かわいい」に夢中！

33266 ちりめんヘアゴム小花 ¥300

7066 うさぎメモ帳 ¥400

6ページ 価格改訂のお知らせ

6007 群こま  ３．５寸 ¥1,100 4月1日より1,300円

6008 群こま　２．５寸 ¥900 4月1日より1,000円

7ページ 春におすすめ商品～新商品～

4528 敷き紙楊枝セット（さくら大） ¥700

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

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

20788 和紙貼り陶器人形招き猫(大)水玉もよう ¥3,000

8ページ 今月の新作

12726 べんりマグネットちりめん親子パンダ ¥800

20795 和紙ころころ親子パンダ ¥850

6151 紙風船　パンダ(一枚入） ¥200

10118 季ごころ屋　小紋柄てぬぐいNO４７笹パンダ ¥450

8507 和紙ころころぱんだ ¥700 貴社名

電話番号

希望納期


