
 

 

  
 
 

 
➀受注締⽇ 
受注締日1/28（金）以降は、在庫表をご確認ください。 
在庫表掲載品・・・即納可能もしくは記載日以降の納期になります。 
在庫表未掲載品･･･完売もしくは 2 月末以降の納期になります。 
 
在庫状況は日々変動いたします。在庫状況のご確認は Circulation(サーキュレーション)部までお知らせください。 
在庫表をメールもしくは FAX にてご連絡させていただきます。ご発注、お待ちしております。 
国内⽣産で、安⼼なサプライチェーン。岐⾩県で⽣産のため、安定した供給ができます。 
※ベトナム産 張⼦商品は、数量限定での販売になります。ベトナムのロックダウンによる、⼯場閉鎖、⽣産供給減少が影響して
おります。ご注⽂の時期と数量によっては、御⽤意できない可能性がございます。ご理解の程、お願い致します。 
ご注⽂、注⽂数、納期の変更、キャンセルは、60日前までにご連絡下さい。⼿作り⽣産のため、応じられない場合があります。 
※価格・仕様は、社会状況・商品改良のため予告なく変更になる場合がございます。 

➁早期ご注⽂特典 送料無料サービス（2021/12/24 に終了いたしました） 

第 2 回受注締⽇（12/24 ⾦）までにご注⽂頂いた法⼈様には、早期ご注⽂特典︓送料無料サービス致します。 

③新登場 
和紙かぶと(2 柄)、こいのぼりつるし飾り台付、かぶと・こいのぼり角台付、和紙両⾯衝⽴お雛様五月⼈形を新登場。 
付属品の⼑・⼸⽮・あやめ・柏餅三宝のパーツのみの販売も始めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

④商品ラベルの仕様 

新しくデザインし、シール化。商品画像を⼊れ、品番を⼤きくわかりやすく表⽰しております。 
 
 
 
 
 
 

2022 年五⽉⼈形販売の事前案内 
〒501-3721 岐阜県美濃市吉川町 2382 
TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363 
ﾒｰﾙ shigyo@jt7.so-net.ne.jp  
www.ishikawa-shigyo.com 

2021 年 12 月更新

正⾯ 天⾯ 

品番を⼤きくわかりやすく表⽰ 天⾯に商品画像、 
⼿づくり画像（イメージ図）挿⼊ 

和紙両⾯衝⽴お雛様五月⼈形 
両⾯楽しめる、リバーシブル仕様 
 

こいのぼりつるし飾り台付 
和紙かぶと飾り 

ﾄﾞｯﾄｺﾞｰﾙﾄﾞ 4 点ｾｯﾄ 
 

和紙かぶと飾り友禅 
4 点ｾｯﾄ かぶと・こいのぼり角台付 

付属パーツのみの販売も可 



 

 

⑤美濃和紙使⽤ 

1300 年の歴史を持つ美濃和紙。本美濃紙の伝統的技法は国の重要無形⽂化財で、ユネスコの無形⽂化遺産に登録。 
⽯川紙業の美濃和紙雑貨は美濃和紙ブランド協同組合が審査認定した美濃和紙ブランド登録商品。 
働きがいと経済成⻑、伝統産業の技術⾰新と基盤をつくる、SDGs に、根ざした⽯川紙業の美濃和紙雑貨です。 
 

⑥展⽰会出展 
今年は展⽰会出展しません。カタログにて商品をご確認下さい。 
 

⑦商品情報の提供 
カタログ、プロフィール以外の資料作成は別途作業料をいただきます。 
 

⑧通常とは異なる出荷配送（特別対応）について 
以下に該当する場合、特別対応となり別途出荷配送⼿数料がかかる場合がございます。 
・当社指定の「受注締日」を守れない短期納期（受注締日については➀受注締日参照） 
・分納、分散出荷（送り地ごとに送料の仕切りが発⽣） 
・その他、特別対応（商品にバーコード貼・専⽤ラベル貼、段ボールにラベル貼等） 
 

⑨名⼊・イラスト変更・ラベル変更 御⾒積 
各商品に名⼊が可能です。名⼊をすることで、より付加価値を⾼められます。 
※名⼊の可否、⾦額の御⾒積は Circulation 部にお問い合わせ下さい。 
※⼀種類の商品、⼀ヵ所ごとにかかります。 
※試作は有料です。プリントなど単純作業のみ 1 件＠5,000 円、商品試作 1 商品＠10,000 円〜 
※指⽰遅れ、指⽰の不備で、製造過程がかわれば、別途請求します。 
※当社の製品ラベルは写真⼊。新しいラベル製作依頼は別途請求いただき、納期にお時間をいただきます。 
※名⼊・イラスト・ラベル加⼯のため、製造過程がかわれば、別途請求が発⽣します。 
※名⼊可能場所︓ 
製品 備考 

和紙製品 和紙材料に印刷し、和紙製品を製作。※場所により、別⾒積になります。 

商品ラベル ラベルを変更、もしくは作成。 

外箱ラベル ラベルを変更、もしくは作成。 

中⼊れ説明書 ラベルを変更、もしくは作成。 

指定場所以外︓別⾒積 
銀⾊、⾦⾊名⼊れ加⼯代︓別⾒積 
オリジナル名⼊シール︓別⾒積 
版代︓加⼯ 1 件につき、下記の代⾦をいただきます。 

美濃和紙ブランド

ロゴマーク 



 

 

データ提供の場合 6,000 円、提供後、データ加⼯が必要な場合追加 3,000 円。 
アナログデータ・データ提供なし・データ使⽤不可の場合の場合 9,000 円。 
イラストが分割貼りになる場合、データ加⼯ 3,000 円×分割数。 
イラストが追加、分割される場合、別途抜き型代が必要になります。平均 6,000 円程度。 
ラベル変更、当社名・ブランドマークを削除する場合 6,000 円。 
イラスト削除・イラスト位置変更・指定場所以外の場合 6,000 円 

版代にプラスして、一か所につき、加⼯代がかかります。 
ロット未満は原則受注不可。受注下代合計 10 万以上（税別）は受注可。  
名⼊れ・イラスト変更・位置変更・削除・ラベル加⼯代 
⼀か所につき、上代 5,000 円以上 35 個以上〜 【単色】＠40 円 

【カラー】＠80 円【削除】＠40 円 
⼀か所につき、上代 3,000 円以上 50 個以上〜  【単色】＠40 円 

【カラー】＠80 円【削除】＠40 円 
⼀か所につき、上代 2,000 円以上 100 個以上〜 【単色】＠40 円 

【カラー】＠80 円【削除】＠40 円 
⼀か所につき、上代 1,500 円以上 120 個以上〜 【単色】＠40 円 

【カラー】＠80 円【削除】＠40 円 
⼀か所につき、上代 1,000 円以上 150 個以上〜 【単色】＠40 円 

【カラー】＠80 円【削除】＠40 円 
⼀か所につき、上代  800 円以上 200 個以上〜  【単色】＠40 円 

【カラー】＠80 円【削除】＠40 円 

⑩台・屏風アレンジ 
有料で、セット付属品の台や屏風をお客様オリジナルでの組み合わせができます。 
御⾒積可能なロット数は以下になります。 
ロット未満は原則受注不可。受注下代合計 10 万以上（税別）は受注可。 
具体的な台屏風アレンジに関しては、Circulation 部にお問い合わせ下さい。 
⼀種類につき、上代 5,000 円以上 35 個以上〜対応。 
⼀種類につき、上代 3,000 円以上 50 個以上〜対応。 
⼀種類につき、上代 2,000 円以上 100 個以上〜対応。 
⼀種類につき、上代 1,500 円以上 120 個以上〜対応。 
⼀種類につき、上代 1,000 円以上 150 個以上〜対応。 
⼀種類につき、上代  800 円以上 200 個以上〜対応。 
※台・屏風アレンジに伴い、商品ラベルが変更になる場合、ラベル変更代が別途請求になります。 

ラベル変更代は「⑨【名⼊・イラスト変更・ラベル変更 御⾒積】」を参照下さい。 
 
以上になります。 
引き続き、宜しくお願い申し上げます。 

C i r c u l a t i o n 部 

（サーキュレーション） 

佐藤 090-5116-7153 

箕輪 090-5851-4673 

Mail：shigyo@jt7.so-net.ne.jp 



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 新製品1

和紙かぶと飾り

友禅金4点ｾｯﾄ

21305
￥5,500税別 6,050税込
ロット1 個箱入 日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213052
【全体】幅235×奥120×高160mm
【かぶと】幅185×奥120×高120mm
【刀】幅40×奥120×高150mm
【弓矢】幅40×奥120×高160mm
【菖蒲台】幅20×奥20×高55mm
【柏餅三宝】幅40×奥40×高70mm
和紙かぶと（かぶと台に固定）
刀（刀台に固定）
弓矢（弓矢台に固定）
菖蒲台（台に固定なし）
柏餅三宝（台に固定なし）

美濃和紙とちりめんのよ

さを合わせ、創業明治35

年、石川紙業の技術で手

作りしました。

創業明治35年。笑顔と幸せをお届けします。



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 新製品2

和紙かぶと飾り

ドットゴールド4点ｾｯﾄ

21306
￥5,500税別 6,050税込
ロット1 個箱入 日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213069
【全体】幅235×奥120×高160mm
【かぶと】幅185×奥120×高120mm
【刀】幅40×奥120×高150mm
【弓矢】幅40×奥120×高160mm
【菖蒲台】幅20×奥20×高55mm
【柏餅三宝】幅40×奥40×高70mm
和紙かぶと（かぶと台に固定）
刀（刀台に固定）
弓矢（弓矢台に固定）
菖蒲台（台に固定なし）
柏餅三宝（台に固定なし）

オリジナル美濃和紙を使

い、オンリーワンの、美濃

和紙かぶとを手作りしま

した。



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 新製品3

和紙かぶと飾り

友禅金2点ｾｯﾄ刀矢

21314
￥4,900税別 5,390税込
ロット1 個箱入 日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213144
【全体】幅235×奥120×高160mm
【かぶと】幅185×奥120×高120mm
【刀】幅40×奥120×高150mm
【弓矢】幅40×奥120×高160mm
和紙かぶと（かぶと台に固定）
刀（刀台に固定）
弓矢（弓矢台に固定）

美しいオリジナル手染め

美濃和紙で、かぶと、刀、

弓矢手作りした、豪華絢

爛な美濃和紙かぶと飾

りです。

和紙かぶと飾り

ドットゴールド2点ｾｯﾄ刀矢

21315
￥4,900税別 5,390税込
ロット1 個箱入 日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213151
【全体】幅235×奥120×高160mm
【かぶと】幅185×奥120×高120mm
【刀】幅40×奥120×高150mm
【弓矢】幅40×奥120×高160mm
和紙かぶと（かぶと台に固定）
刀（刀台に固定）
弓矢（弓矢台に固定）

刀、弓矢は、美濃和紙を

使い、細部まで、丁寧に

手作りしました。

豪華なかぶと、刀、弓矢

のセットです。



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 新製品4

和紙かぶと飾り友禅金

21301
￥3,500税別 3,850税込
ロット1 個箱入 日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213014
【かぶと】幅185×奥120×高120mm
和紙かぶと（かぶと台に固定）

和紙かぶと飾りドットゴールド

21302
￥3,500税別 3,850税込
ロット1 個箱入 日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213021
【かぶと】幅185×奥120×高120mm
和紙かぶと（かぶと台に固定）

和紙両面衝立

お雛様五月人形

21299
￥1,500税別 1,650税込
ロット1 個箱入
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245212994 日本製
【衝⽴】幅155×奥3×高200mm

画家清水のオリジナル
絵画を、リバーシブル

美濃和紙の衝立にしま
した。



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 新製品5

ﾊﾟｰﾂ4点ｾｯﾄ（かぶと友禅金）

21303
￥2,000税別 2,200税込
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213038 ロット1 個箱入 日本製
【刀】幅40×奥120×高150mm 【弓矢】幅40×奥120×高
160mm 【菖蒲台】幅20×奥20×高55mm 【柏餅三宝】幅
40×奥40×高70mm
刀（刀台に固定） 弓矢（弓矢台に固定） 菖蒲台（台に固
定なし） 柏餅三宝（台に固定なし）

ﾊﾟｰﾂ4点ｾｯﾄ（かぶとドットゴールド）

21304
￥2,000税別 2,200税込
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213045 ロット1 個箱入 日本製
サイズ、内容、同上

ﾊﾟｰﾂ2点ｾｯﾄ刀矢（かぶと友禅金）

21316
￥1,400税別 1,540税込
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213168 ロット1 個箱入 日本製
【刀】幅40×奥120×高150mm 【弓矢】幅40×奥
120×高160mm
刀（刀台に固定） 弓矢（弓矢台に固定）

ﾊﾟｰﾂ2点ｾｯﾄ刀矢（かぶとドットゴールド）

21317
￥1,400税別 1,540税込
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213175 ロット1 個箱入 日本製
サイズ、内容、同上

刀、弓矢、菖蒲台、柏餅三宝の、

付属パーツ４点セットと、刀、弓

矢の２点セットです。

細部まで、丁寧に手作りしまし

た。



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 新製品6

パーツ刀（かぶと友禅金）

21308
￥700税別 770税込
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213083

パーツ刀（かぶとドットゴールド）

21309
￥700税別 770税込
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213090

ロット1 OPP入 日本製 【刀】幅40×奥120×高150mm 刀（刀台に固定）

パーツ柏餅三宝・五月人形

21313
￥560税別 616税込
ロット1 OPP入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213137
【柏餅三宝】幅40×奥40×高70mm
柏餅三宝

パーツ弓矢（かぶと友禅金）

21310
￥700税別 770税込
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213106

パーツ弓矢（かぶとドットゴールド）

21311
￥700税別 770税込
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213113

ロット1 OPP入 日本製 【弓矢】幅40×奥120×高160mm 弓矢（弓矢台に固定）

パーツ菖蒲台・五月人形

21312
￥500税別 550税込
ロット1 OPP入 日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213120
【菖蒲台】幅20×奥20×高55mm
ちりめん菖蒲台



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 新製品7

かぶと・こいのぼり角台付

21307
￥2,200税別 2,420税込
ロット1 個箱入 日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213076
【全体】幅115×奥55×高255mm
【こいのぼり1匹】幅70×奥20×高35mm
【かぶと】幅45×奥35×高60mm
ちりめんかぶと、ちりめんこいのぼり3匹が美濃和紙台に固定。

ゆうゆうと空を泳ぐこいのぼり、豪

華でりりしいかぶとの、五月人形飾

りを手作りしました。

台は、手染め美濃和紙金柄を使用。

色彩豊かで、豪華な端午の節句飾

りです。



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 新製品8

童と菖蒲の台の下、３匹のこいのぼりが、モビールになり、くるくる動きま

す。楽しい端午の節句のつるし飾りを手作りしました。

専用のつるし飾り台付きです。ゆらゆらするこいのぼりに、かわいい笑顔

の童にいやされる、楽しい五月人形飾りです。

こいのぼりつるし飾り台付

21300
￥2,200税別 2,420税込
ロット1 個箱入 日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213007
【全体】幅55×奥115×高235mm
【つるし人形】幅50×奥50×高220mm
【つるし飾り台】幅55×奥115×高235mm
つるし飾り（童、菖蒲、こいのぼり3匹、鈴）、つるし飾り台



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

五月人形三段飾り

21167

￥2,200税別 2,420税別 パネルスタンド付
幅150×奥150×高81mm、日本製、個箱入
ロット3 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245211676
ちりめんかぶと1体、童美濃和紙起き上り人形1体、
ちりめん菖蒲1体、美濃和紙台大・中・小各1枚、
ｽﾀﾝﾄﾞ1枚

いろんな飾り方が、

美濃和紙の台が、
パネルに。

美濃和紙のパネルが、
台に。

和紙1

飾り方例



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

五月人形二段飾り

21168 ￥1,500税別 1,650税込
幅95×奥95×高71mm、日本製、個箱入、パネルスタンド付
ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245211683
ちりめんかぶと1体、童美濃和紙起き上り人形1体、
招き猫美濃和紙起き上り人形1体、美濃和紙台大・小各1枚、
スタンド1枚

五月飾りミニ童と猫 21169 ￥1,000税別 1,100税込

幅90×奥50×高90mm、日本製、個箱入 ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245211690
美濃和紙人形2体、こいのぼり吊り下げが、美濃和紙台に固定。

ラブランコ五月飾り 21042 ￥1,000税別 1,100税込

幅100×奥55×高90mm、日本製、個箱入 ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245210426
人形1体、こいのぼり3匹、ちりめん花2つが、オリジナル美濃和紙友禅和紙モビール台に固定。

友禅和紙こいのぼり衝立

8553 ￥1,000税別 1,100税込

横110×奥40×高175mm、日本製、OPP入 ロット5
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245085536 和紙吹き流し、美濃和紙こいのぼりが衝⽴に固定。
スタンド付

いろんな飾り方が、

美濃和紙の台が、
パネルに。

美濃和紙のパネルが、台に。

和紙2

※友禅の柄は、予告なく変更になる場合がございます。

ゆらゆら、人気のラグランコシリーズ。美しいオリジナル手染め

美濃和紙で、台を手づくりしています。

飾り方例



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

和紙起き上り若武者くん

21043 ￥800税別 880税込
幅65×奥55×高70mm、日本製、個箱入
ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245210433
起き上がり人形1体、台座

和紙ぷち若武者とこいのぼり飾りミニ

20223 ￥600税別 660税込
横80×奥80×高65mm、日本製、個箱入
ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245202230
美濃和紙人形、美濃和紙こいのぼりが美濃和紙台に固定。
美濃和紙屏風

和紙ころころこいのぼりと童

20934 ￥1,000税別 1,100税込
幅80×奥75×高95mm、日本製、個箱入
ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245209345
起き上がりこいのぼり1体に、童とこいのぼりパーツが固定。
美濃和紙台

和紙起き上りこいのぼり

21045 ￥800税別 880税込
幅90×奥50×高65mm、日本製、個箱入
ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245210457
起き上がり人形1体、台座

こどもの日だニャン

20772 ￥1,000税別 1,100税込
幅100×奥60×高90mm、日本製
ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207723
こいのぼりパーツを持った、張子招き猫が、
美濃和紙台に固定。プラスチックケース入

和紙かぶとマグネット

20229 ￥450税別 495税込
幅55×奥15×高35mm、日本製、OPP入
ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245202292
美濃和紙かぶとマグネット

和紙3

通常800円を在庫
限り、特価で販売。
増産の場合は、通
常価格のため、お
早めにご注文くだ
さい。

毎年人気！
こいのぼり、かわい
い童が、一緒になっ
た、起き上がり人形
です。

起き上がり人形、和
紙ころころのデラッ
クス版です。
模様は手貼りで、
金は手塗りしていま
す。

美しいオリジナル手
染め美濃和紙を使
用。
起き上がり人形、和
紙ころころかぶとの
デラックス版です。

人を招く左手をあ
げた、かわいい招き
猫の張子が、かぶ
とをかぶり、こいの
ぼり持っています！
プラケース入です。

通常600円を在庫
限り、特価で販売。
増産の場合は、通
常価格のため、お
早めにご注文くだ
さい。



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

和紙ころころかぶと

20032 ￥700税別 770税込
幅45×奥45×高75mm、日本製、OPP入
ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245200328
美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

和紙小色紙飾りかぶと＆鯉のぼり

21049 ￥900税別 990税込
横120×奥20×高135mm、日本製、OPP入
ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245210495
かぶと1体、こいのぼりパーツ1本、菖蒲パーツ、
小色紙に固定。小色紙スタンド付

ちぎり絵小色紙飾りわんぱく坊や

20932 ￥1,300+税
幅120×奥3×高130mm、日本製、OPP入、小色紙スタンド付
ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245209321
作家のちぎり絵（こいのぼり・菖蒲）に、童⽴体人形1体が固定。
小色紙スタンド付

和紙ころころこいのぼり 青、赤

20212 ⻘・⾚別売り 1コ￥700税別 770税込
幅80×奥50×高60mm、日本製、OPP入
ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245202124
美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

通常1,300円を在庫
限り、特価で販売。
増産の場合は、通常
価格のため、お早めに
ご注文ください。

ちぎり絵のこ
いのぼり、和
紙の童人形
の、小色紙飾
りです。

起き上がり人形、人気の「ころこ
ろ」シリーズ。組立キットも、別売り
（880円税込）でございます。おす
すめです。

設計図 設計図 設計図

和紙ころころこいのぼり青
手作りｷｯﾄ設計図付

55168 ￥800税別 880税込
【完成】幅80×奥50×高60mm、日本製、OPP入
ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551680
組⽴パーツ全20パーツ、美濃和紙友禅染紙台、
作り方説明書

和紙ころころこいのぼり赤
手作りｷｯﾄ設計図付

55169 ￥800税別 880税込
【完成】幅80×奥50×高60mm、日本製、OPP入
ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551697
組⽴パーツ全20パーツ、美濃和紙友禅染紙台、
作り方説明書

和紙ころころかぶと
手作りｷｯﾄ設計図付

55172 ￥800税別 880税込
【完成】幅45×奥45×高75mm、日本製、OPP入
ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551727
組⽴パーツ全7パーツ、美濃和紙友禅染紙台、
作り方説明書

所要時間30分 所要時間30分 所要時間30分

和紙4



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

1902年創業石川紙業。

美濃和紙とちりめん、手工芸ブランド

ちりめん細工巾着坊や五月飾り

20936 ￥1,000税別 1,100税込
横幅170×奥⾏120×高さ110mm、日本製
個箱入 ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245209369
ちりめん童人形1体、美濃和紙こいのぼりパーツが、
美濃和紙台に固定、美濃和紙屏風

五月ゆらゆら飾り童

21170 ￥900税別 990税込
幅50×奥50×高90mm、日本製、個箱入、
ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245211706
ちりめん人形・菖蒲、美濃和紙こいのぼりが、
美濃和紙起き上がり台に固定

ちりめん細工かぶと飾りミニ

21040 ￥800税別 880税込
横幅55×奥⾏55×高さ70mm、日本製、リバーシブル台
ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245210402
個箱入、ちりめん人形、こいのぼりパーツ、
美濃和紙リバーシブル台

ちりめん細工五月しょうぶ飾り

21041 ￥1,000税別 1,100税込
横幅55×奥⾏55×高さ75mm、日本製
ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245210419
個箱入、ちりめん人形とこいのぼりパーツが、
美濃和紙起き上がり台に固定

ちりめんかぶとモビール飾り

20605 ￥1,300税別 1,430税込
横幅130×奥⾏130×高さ150mm、日本製、個箱入
ロット1 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206054
ちりめんかぶとが、
美濃和紙こいのぼり付き美濃和紙モビール台に固定

絵懐紙かぶと（1帖入）

4187 ￥340税別 374税込
横幅145×高さ175mm、30枚入
日本製 ロット10
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245041877・商品に記載なし
OPP入、美濃和紙
かぶと絵入り懐紙30枚セット

通常1,300円を在庫
限り、特価で販売。
増産の場合は、通常
価格のため、お早めに
ご注文ください。

通常1,100円を在庫
限り、特価で販売。
増産の場合は、通常
価格のため、お早めに
ご注文ください。

つまみ細工の菖蒲
の上に、かわいい
童、こいのぼり。起
き上がり台になっ
ています。

通常1,900円を在庫
限り、特価で販売。
増産の場合は、通常
価格のため、お早めに
ご注文ください。

上質な【白無地】の美
濃和紙の懐紙に、五
月人形、兜、かぶとの
絵が入っています

和紙・ちりめん1



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

五月人形のぼり旗2021

21171 ￥1,000税別 1,100税込
幅60×奥45×高240mm、日本製、個箱入
ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245211713
ちりめんのぼり旗1本、美濃和紙台

ちりめんこいのぼり角台付

20221 ￥1,300税込 1,430税込
横幅95×奥⾏60×高さ255mm、日本製、個箱入
ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245202216
ちりめん吹き流し、こいのぼり3体、台座に木札固定

【上側】ちりめん継ぎ飾りこいのぼり（大）

20613 ￥500税別 550税込 幅100×奥5×高140mm、日本製、OPP入、ロット3
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206139 ちりめん丸台にこいのぼりが固定。鈴付で、継ぎ飾りできます。

【下側】ちりめん継ぎ飾りぷち若武者くん（大）

20775 ￥500税別 550税込 幅100×奥20×高140mm、日本製、OPP入、ロット3
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207754 ちりめん丸台に⼈形、こいのぼりが固定。鈴付で、継ぎ飾りできます。

通常900円と800円を在庫限り、特価で販売。増産の場合は、通常価格のため、お
早めにご注文ください。

和紙・ちりめん2

つるし飾り台

66670 ￥2,000税別 2,200税込
横118×奥90×高460mm、日本製、個箱入
ロット1 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245666704
吊り飾り棒、台座

※法⼈様へ 卸価格は⼀律に
なっております。

通常1,200円を在庫
限り、特価で販売。
増産の場合は、通常
価格のため、お早めに
ご注文ください。

往年のベストセラー。
のびのびと泳ぐこいの
ぼりをちりめんで手作
りしました。



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

ちりめんお手玉かぶと友禅

8550 ￥550税別 605税込
横幅45×奥⾏45×高さ60mm、日本製
ロット30 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245085505・商品に記載なし
ロットで箱入。ロット未満は人形のみ納品

ちりめんお手玉若武者くん

12702 ￥550税別 605税込
横幅45×奥⾏45×高さ70mm、日本製
ロット30
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245127021・商品に記載なし
ロットで箱入。ロット未満は人形のみ納品

ちりめん元気な坊や五月

12662 かぶと4色アソート納品
1コ￥550税別 605税込
横幅45×奥⾏45×高さ70mm、日本製
ロット30 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245126628・商品に記載なし
ロットで箱入。ロット未満は人形のみ納品

ちりめんあっぱれ坊や

8860 ￥500税別 550税込
横幅45×奥⾏45×高さ70mm、日本製、ロット30
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245088605・商品に記載なし
ロットで箱入。ロット未満は人形のみ納品

ちりめんお手玉元気なこいのぼり 青・赤

8859 ⻘・⾚別売り
1コ￥550税別 605税込
横幅110×奥⾏25×高さ40mm、日本製、ロット30
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245088599・商品に記載なし
ロットで箱入。ロット未満は人形のみ納品

ちりめんお手玉のぼりこい 青・赤

12679 ⻘・⾚別売り
1コ￥650税別 715税込
横幅100×奥⾏25×高さ50mm、日本製、ロット30
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245126796・商品に記載なし
ロットで箱入。ロット未満は人形のみ納品

ちりめん1

通常650円を在庫限
り、特価で販売。
増産の場合は、通常
価格のため、お早めに
ご注文ください。

通常600円を在庫限
り、特価で販売。
増産の場合は、通常
価格のため、お早めに
ご注文ください。

通常650円を在庫限
り、特価で販売。
増産の場合は、通常
価格のため、お早めに
ご注文ください。

通常650円を在庫限
り、特価で販売。
増産の場合は、通常
価格のため、お早めに
ご注文ください。

美濃和紙のかぶと
と、友禅柄ちりめん
を使い、丁寧に手作
りした、お手玉人形
です。

友禅柄ちりめんを使
い、元気にはねる、こ
いのぼりを、丁寧に
手作りしました。



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

五月人形2022年カタログ　石川紙業（株） TEL 0575-33-0228  FAX 0575-35-1363　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

こいのぼりくっつくツリー

21176 ¥2,500税別 2,750税込
ロット3 幅75×奥75×高170mm
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624062700

つるしのはりこーシカ
21177 ¥3,500税別 3,850税込
ロット3 幅140×奥55×高190mm
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624062717

収納時サイズ
幅140×
奥55×80mm

■マグネット仕掛けで組合せ自由

■台座を反対向きにして載せると

バランス遊びの様に楽しめます

■木製の天球には縁起の良い五色房

張子1

■天球部分を持ち赤い輪を

引くことによって、

簡単に収納できます！

はりこーシカ5ケ入

8887 ￥3,000税別 3,300税込
ロット3 親鯉（幅125×奥80×高80mm）に収納できます。
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624059205

はりこーシカ ことぶき

20782 ￥3,500税別 3,850税込
ロット3 親鯉（幅125×奥80×高80mm）に収納できます。
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624060249

はりこーシカ金熊

20929 ¥3,000税別 3,300税込
ロット3 幅140×奥100×高190mm
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624060843

すずめとこいのぼり

21175 ¥3,500税別 3,850税込
ロット3 幅140×奥100×高190mm
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624062694 予約受付中 コロナのため生産調整



受注は1個から可能です。ロット未満は、完備後の出荷か、出荷希望日までに完備できない商品はキャンセルになります。

こいのぼり 雅

21059 ￥10,000税別 11,000税込
ロット1 幅250×奥90×高350mm
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624061727

のぼりのぼり（シアン）

21060 ￥2,300税別 2,530税込
ロット3 幅175×奥65×高90mm
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624061703

実りこいのぼり

21062 ￥2,800税別 3,080税込
ロット3 幅140×奥100×高190mm
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624061697

はしご鯉のぼり
2539
￥2,800税別 3,080税込
ロット3 幅70×奥70×高320mm
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624060317

回転こいのぼり
2528
￥2,300税別 2,530税込
ロット3 幅120×奥50×高230mm
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624053401

ミニ福々金太郎とくま

8569 ¥1,000税別 1,100税込
ロット5 幅90×奥80×高50mm
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624057805

親子鯉のぼり やじろべえ
20248
¥2,000税別 2,200税込
ロット3 幅190×奥40×高195mm
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624058789

張子2

空中散歩

8566 ¥2,300税別 2,530税込
ロット3 幅100×70×165mm
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624060300

のぼりのぼり（ピンク）

21061 ￥2,300税別 2,530税込
ロット3 幅175×奥65×高90mm
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624061710

ふわふわ鯉のぼり
20591
￥2,000税別 2,200税込
ロット3 幅100×奥70×高150mm
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624059762
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納期について、ご注文方法
　当社製品は、岐阜県美濃市を中心に手作り。受注順に生産していきますので、お早めにご注文をお願いします。
　手作りのため、生産数相談、納期延期の場合があることをご了承ください。

　ご注文は、品番・品名をご明記の上、メールかFAXでお願い申し上げます。
　誤り防止のため、電話受注はお受けしておりません。

　1個から受注可能です。ロット未満のご注文は、完備後の出荷となり、出荷希望⽇がある場合、在庫のない商品は、
　キャンセルになりますことをご了承ください。
　ロット単位でのご注文は、上記の内容にあてはまりません。注文残がある場合は、納期をご連絡させていただきます。

　ご注文、注文数、納期の変更、キャンセルは、60⽇前までにご連絡下さい。
　手作り生産のため、応じられない場合があることをご了承ください。

お振込
　3万円未満手数料ご負担をお願いします。
　⼗六銀⾏　0153　美濃⽀店　0253　当座0001011　振込名　イシカワシギョウ（カ
　郵便⼝座　00860-0-3754　振込名　⽯川紙業株式会社

発送について
　下記の送料（税別）が一箱ごとにかかります。地域によって、出荷後到着予定より⽇数がかかります。
　法人取引の場合、卸⾦額合計の仕切りで、送料無料にいたします。分納、分散出荷は送り地ごとに仕切りが発生します。
　お客様独自の納品形態への対応、専用シール、バーコードシールのない商品へのシール貼など、全て有料となります。
　佐川急便が主⼒の配送になります。代引も承っております。
　商品に欠損が有る場合は、7⽇以内にご連絡ください。
　運搬中の破損は運送保険が適用となりますので、お届けした運送業者様に、ご一報をお願い申し上げます。

　関東、関⻄、中部、信越、北陸　850円　【出荷後到着予定　翌⽇午後】
　中国地方（岡山、広島、山⼝、鳥取、島根）　1,050円　【出荷後到着予定　1.5⽇】
　四国地方（香川、徳島、愛媛、高知）　1,050円　【出荷後到着予定　1.5⽇】
　九州地方（福岡、佐賀、⻑崎、熊本、⼤分、宮崎、⿅児島）　1,100円　【出荷後到着予定　2⽇】
　東北地方（⻘森、岩手、秋⽥、宮城、山形、福島）　1,100円　【出荷後到着予定　1.5⽇】
　北海道　2,000円　【出荷後到着予定　3⽇】
　沖縄　2,900円　【出荷後到着予定　3⽇】

商品について　新商品・廃盤・価格改定・仕様変更
　カタログ掲載の参考上代は、税別表示です。商品画像の転用は固くお断りしております。
　価格・仕様は、社会状況・商品改良のため予告なく変更になる場合がございます。
　新商品・廃盤・価格改定・仕様変更は、毎⽉ホームページ掲載の「粋粋通信」で発表。ぜひご覧ください。

和紙・ちりめん製品の柄について
　美濃和紙を使用した商品には、備考に"美濃和紙”と掲載しています。
　品名に指定ない和紙・ちりめん柄は、柄アソート仕様で、随時リニューアルしております。
　カタログの柄は、イメージとなりますことをご了承ください。

法人様へ　サンプルについて
　カタログ、プロフィール以外の資料提供は、別途作業料をいただきます。
　サンプルは有償です。1カ⽉を返却期限とし、ご返送後返品処理いたします。
　写真では、実物の魅⼒は残念ながらお伝えしきれません。ぜひサンプルをお求めください。

商品情報 品 名
品 番 ￥参考上代税別 税込
サイズ 原産国
ロット バーコード
パッケージ 商品内容

〒501-3721 岐阜県美濃市吉川町2382

TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
ﾒｰﾙ shigyo@jt7.so-net.ne.jp

www.ishikawa-shigyo.com

和紙屋の手しごと


