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創業明治35年。技術・想いを込めた、手作りの逸品。

毎年、美しく飾れます。
手作り かがみもち
美濃和紙鏡餅（大）御幣付
21206 ￥8,500税別 9,350税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245212062 日本製
【鏡餅】直径110×高135mm 【三宝】幅160×奥160×高125mm
【全体】幅160×奥160×高260mm
美濃和紙鏡餅×1、木製三宝×1、美濃和紙御幣×1

紅白 美濃和紙 御幣付き、
高級 赤もうせん になりました。

ちりめん鏡餅(小)御幣付
20675 ￥5,500税別 6,050税込

ちりめん鏡餅(大)御幣付
20674 ￥8,500税別 9,350税込

【鏡餅】直径100×高135mm

【鏡餅】直径110×高135mm 【三宝】幅160×奥160×高125mm

【三宝】幅120×奥120×高100mm 【全体】幅120×奥120×高235mm

【全体】幅160×奥160×高260mm

ちりめん鏡餅×1、木製三宝×1、美濃和紙御幣×1

ちりめん鏡餅×1、木製三宝×1、美濃和紙御幣×1

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206757 日本製

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206740 日本製

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

かがみもち

石川紙業

問

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

干支卯ちりめん飾り赤毛せん
21383 ￥2,800税別 3,080税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213830 日本製
【人形】幅130×奥70×高110mm
【全体】幅130×奥90×高112mm
ちりめん人形×1、高級赤もうせん×1、木札×1

和紙屋のちりめん細工。
頭上に花あり。
胴に花あり。

専用つるし飾り
台付き。

干支卯リースつるし飾り台付
21381 ￥2,000税別 2,200税込

ロット5 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213816 日本製
【全体】直径75×奥55×高165mm
【人形リース】直径75×奥15×高115mm
【つるし飾り台】直径55×高165mm

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

ちりめん細工

石川紙業

問

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

創業明治35年。技術・想いを込めた、手作りの逸品。

鞠は跳躍。チョウは美と開運。
桜は愛情運。裏側の黄色手す
き美濃和紙は満月。
ふると音が鳴る、うさぎ土鈴。
裏側

干支卯和紙貼土鈴（特大）
21402 ￥5,600税別 6,160税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245214028 日本製
【人形大】幅180×奥100×高130mm
【本体】幅220×奥140×高133mm
美濃和紙手貼り人形（⼟鈴）×1、高級赤もうせん×1、木札×1

上下に分かれてケースに。

背中

干支卯和紙貼美濃まねき
21394 ￥3,600税別 3,960税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213946 日本製
【人形】幅110×奥100×高90mm
【上部】幅110×奥100×高65mm 【下部】幅110×奥100×高35mm
美濃和紙手貼り人形×1（上部、下部に分かれてケースになる）

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

和紙貼り陶器1

石川紙業

問

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

干支卯和紙貼土鈴（大）
21403 ￥3,000税別 3,300税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245214035 日本製
【人形】幅100×奥45×高75mm 【本体】幅130×奥90×高78mm
美濃和紙手貼り人形（⼟鈴）×1、高級赤もうせん×1、木札×1

このページの人形は、
ふると音鳴る、土鈴です。

干支卯和紙貼土鈴（中）
21404 ￥2,800税別 3,080税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245214042 日本製
【人形】幅80×奥35×高75mm 【本体】幅105×奥90×高78mm
美濃和紙手貼り人形（⼟鈴）×1、高級赤もうせん×1、木札×1

干支卯和紙貼土鈴（小）
21405 ￥2,000税別 2,200税込

干支卯和紙貼土鈴（子うさぎ）
21406 ￥2,000税別 2,200税込

【人形】幅65×奥35×高65mm 【本体】幅80×奥60×高68mm

【人形】幅60×奥35×高60mm 【本体】幅80×奥60×高63mm

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245214059 日本製
美濃和紙手貼り人形（⼟鈴）×1、高級赤もうせん×1、木札×1

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245214066 日本製
美濃和紙手貼り人形（⼟鈴）×1、高級赤もうせん×1、木札×1

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

和紙貼り陶器2

石川紙業

問

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

創業明治35年。技術・想いを込めた、手作りの逸品。

「三番叟さんばそう」とは、
天下泰平、五穀豊穣を祝う伝統の舞。
笑顔で幸福を招く、干支迎春飾り。

干支卯和紙貼三番叟赤もうせん
21386 ￥3,800税別 4,180税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213861 日本製
【人形】幅85×奥70×高130mm 【本体】幅140×奥110×高133mm
美濃和紙手貼り人形×1、高級赤もうせん×1、木札×1

リバーシブル台

干支卯和紙貼三番叟和紙台
21387 ￥3,800税別 4,180税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213878 日本製
【人形】幅85×奥70×高130mm 【本体】幅140×奥110×高133mm
美濃和紙手貼り人形×1、ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ美濃和紙台×1、木札×1

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

和紙貼り陶器3

石川紙業

問

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

創業明治35年。技術・想いを込めた、手作りの逸品。

手染め美濃和紙の着物をまとい、
先客万来、幸福を招く、
うさぎの福助人形。

干支卯和紙貼福助赤もうせん
21388 ￥3,500税別 3,850税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213885 日本製
【人形】幅85×奥75×高105mm 【本体】幅140×奥110×高108mm
美濃和紙手貼り人形×1、高級赤もうせん×1、木札×1

リバーシブル台

干支卯和紙貼福助和紙台
21389 ￥3,500税別 3,850税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213892 日本製
【人形】幅85×奥75×高105mm 【本体】幅140×奥110×高108mm
美濃和紙手貼り人形×1、ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ美濃和紙台×1、木札×1

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

和紙貼り陶器4

石川紙業

問

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

創業明治35年。技術・想いを込めた、手作りの逸品。

手染め美濃和紙の金のベスト、
願いをかなえる打ち出の小槌、
夢をかなえる宝珠、
ラグジュアリー干支飾り。

干支卯和紙貼ゴールド（大）
21392 ￥3,500税別 3,850税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213922 日本製
【人形】幅90×奥80×高125mm 【本体】幅140×奥110×高
128mm美濃和紙手貼り人形×1、高級赤もうせん×1、木札×1

干支卯和紙貼ゴールド（小）
21393 ￥3,000税別 3,300税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213939 日本製
【人形】幅70×奥55×高100mm 【本体】幅105×奥90×高103mm
美濃和紙手貼り人形×1、高級赤もうせん×1、木札×1

宝珠とは、
竜がもつ、夢をか
なえる宝の玉。
またの名を、
ドラゴンボール。

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

和紙貼り陶器5

石川紙業

問

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

干支卯和紙貼福招き親子
21408 ￥5,500税別 6,050税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245214080 日本製
【親うさぎ】幅80×奥55×高95mm 【子うさぎ】幅60×奥45×高80mm
【本体】幅140×奥110×高98mm
美濃和紙手貼り人形×2、高級赤もうせん×1、木札×1

願いをかなえる打ち出の小槌、
夢をかなえる宝珠、
にっこり笑顔で幸福を招く。

干支卯和紙貼福招き（大）
21390 ￥3,000税別 3,300税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213908 日本製
【人形】幅80×奥55×高95mm 【本体】幅130×奥90×高98mm
美濃和紙手貼り人形×1、高級赤もうせん×1、木札×1

めでたく金の扇をあおぎ、
満面の笑顔で、
あっぱれ応援します。

干支卯和紙貼福招き（小）
21391 ￥2,500税別 2,750税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213915 日本製
【人形】幅60×奥45×高80mm 【本体】幅105×奥90×高83mm
美濃和紙手貼り人形×1、高級赤もうせん×1、木札×1

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

和紙貼り陶器6

石川紙業

問

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

手染め美濃和紙のベスト。
夢をかなえる宝珠を持ち、
あたたかく見守る干支。
干支卯和紙貼寿親子
21410 ￥5,500税別

6,050税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245214103 日本製
【親うさぎ】幅55×奥55×高95mm 【子うさぎ】幅40×奥40×高70mm
【本体】幅140×奥110×高98mm
美濃和紙手貼り人形×2、高級赤もうせん×1、木札×1

干支卯和紙貼寿（大）
21400 ￥3,000税別 3,300税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245214004 日本製
【人形】幅55×奥55×高95mm 【本体】幅130×奥90×高98mm
美濃和紙手貼り人形×1、高級赤もうせん×1、木札×1

干支卯和紙貼寿（小）
21401 ￥2,500税別 2,750税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245214011 日本製
【人形】幅40×奥40×高70mm 【本体】幅105×奥90×高73mm
美濃和紙手貼り人形×1、高級赤もうせん×1、木札×1

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

和紙貼り陶器7

石川紙業

問

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

干支卯和紙貼小槌のり
21398 ￥3,500税別 3,850税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213984 日本製
【人形】幅110×奥62×高105mm 【本体】幅140×奥110×高108mm
美濃和紙手貼り人形×1、高級赤もうせん×1、木札×1

干支卯和紙貼三番叟福招き
21407 ￥6,800税別 7,480税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245214073 日本製
【三番叟人形】幅85×奥70×高130mm
【福招き人形】幅80×奥55×高95mm
【本体】幅220×奥140×高133mm
美濃和紙手貼り人形×2、高級赤もうせん×1、木札×1

干支卯和紙貼福招き宝袋
21409 ￥5,500税別 6,050税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245214097 日本製
【宝袋人形】幅85×奥60×高80mm
【子うさぎ】幅60×奥45×高80mm
【本体】幅140×奥110×高83mm
美濃和紙手貼り人形×2、高級赤もうせん×1、木札×1

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

和紙貼り陶器8

石川紙業

問

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

干支卯和紙貼破魔矢
21395 ￥2,800税別

3,080税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213953 日本製
【人形】幅45×奥50×高85mm 【本体】幅105×奥90×高88mm
美濃和紙手貼り人形×1、高級赤もうせん×1、木札×1

干支卯和紙貼宝袋
21399 ￥3,000税別

干支卯和紙貼小槌招き
21397 ￥2,600税別 2,860税込

3,300税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213991 日本製

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213977 日本製

【人形】幅85×奥60×高80mm 【本体】幅130×奥90×高83mm

【人形】幅80×奥40×高75mm 【本体】幅105×奥90×高78mm

美濃和紙手貼り人形×1、高級赤もうせん×1、木札×1

美濃和紙手貼り人形×1、高級赤もうせん×1、木札×1

干支卯和紙貼花
21396 ￥2,800税別

3,080税込

ロット1 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213960 日本製
【人形】幅95×奥55×高95mm 【本体】幅130×奥90×高98mm
美濃和紙手貼り人形×1、高級赤もうせん×1、木札×1

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

和紙貼り陶器9

石川紙業

問

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

首振り張子 幸福、
4種類あり。

干支張子(卯)首振り幸福卯1号
21411

￥1,300税別

1,430税込

幅115×奥60×高90mm 個箱入
企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063110
首振り張子×1、赤フェルト×1、木札×1

干支張子(卯)首振り幸福卯2号
21412

￥1,700税別

1,870税込

幅150×奥75×高115mm 個箱入
企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063127
首振り張子×1、赤フェルト×1、木札×1

干支張子(卯)首振り幸福卯3号
21413

￥2,200税別

2,420税込

幅170×奥85×高125mm 個箱入
企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4582624063134
首振り張子×1、赤フェルト×1、木札×1

干支張子(卯)首振り幸福卯4号
21414

￥3,000税別

3,300税込

幅200×奥100×高145mm 個箱入
企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063141
首振り張子×1、赤フェルト×1、木札×1

首振り張子 丸福、
2種類あり。
干支張子(卯)首振り丸福卯 小
21415

￥1,300税別

1,430税込

幅110×奥55×高90mm 個箱入
企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063158
首振り張子×1、赤フェルト×1、木札×1

干支張子(卯)首振り丸福卯 大
21416

￥1,700税別

1,870税込

幅150×奥70×高110mm 個箱入
企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063165
首振り張子×1、赤フェルト×1、木札×1

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

張子1

石川紙業

問

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

干支張子(卯)ディスプレイ卯 小
￥18,000税別

21431

19,800税込

幅320×奥280×高570mm 個箱入

たてタイプ

企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット1 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063387
大型張子×1

ビックサイズ！
展示 ディスプレイに！

よこタイプ

干支張子(卯)ディスプレイ卯 大
21432

￥25,000税別

27,500税込

幅630×奥340×高460mm 個箱入
企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット1 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063370
大型張子×1

首振り張子 雅、2種類あり。
干支張子(卯)雅卯 小
21433

￥3,000税別

3,300税込

幅150×奥75×高115mm 個箱入
企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063349
首振り張子×1、⿊板×1

干支張子(卯)雅卯 大
21434

￥5,000税別

5,500税込

幅200×奥100×高145mm 個箱入
企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット1 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063356
首振り張子×1、⿊板×1

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

張子2

石川紙業

問

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

干支張子(卯)はりこーシカ干支卯
21429

￥3,000税別

3,300税込

座布団 横95×縦95mm

うさぎｻｲｽﾞ（親）幅75×奥70×高100ｍm
個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063288
張子×3、マグネット入和紙座布団×1

ポコポコでて
くる、マト
リョーシカ

張子のマトリョーシカ、はりこーシカ
22年内販売分完売

22年内販売分完売

予約受付中

予約受付中

はりこーシカだるま(赤)
21439

￥4,000税別

4,400税込

はりこーシカだるま(五色)
21440

￥4,000税別

4,400税込

座布団 横130×縦130mm

座布団 横130×縦130mm

だるまｻｲｽﾞ（親）幅95×奥95×高115ｍm

だるまｻｲｽﾞ（親）幅95×奥95×高115ｍm

個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

張子×5、マグネット入和紙座布団×1

張子×5、マグネット入和紙座布団×1

ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063042

22年内販売分完売
予約受付中

ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063059

はりこーシカ犬張子
21441

￥4,000税別

4,400税込

座布団 横100×縦100mm

犬張子ｻｲｽﾞ (親）幅75×奥75×高115ｍm
個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624062557
張子×5、マグネット入和紙座布団×1

はりこーシカ 招き猫

はりこーシカ招き猫（白）

20553 ￥3,000税別

ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄ4528624059526

はりこーシカ招き猫（柄）

20554 ￥3,500税別

ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄ4528624059533

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支張子(卯)破魔矢卯
21417

￥1,100税別

1,210税込

幅60×奥50×高105mm

個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063172
張子×1、赤フェルト×1、木札×1

干支張子(卯)干支巡りやじ卯
21425

￥2,800税別

干支張子(卯)熊手持ち卯

3,080税込

幅95×奥120×高230mm

21418

￥2,300税別

2,530税込

幅105×奥60×高105mm ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063295

個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063271

ロット5 張子×1、縁起パーツ×1、赤フェルト×1、木札×1

張子やじろべえ×1、専用台×1

腕うごき
ます！

干支張子(卯)見護卯
21423

￥1,800税別

干支張子(卯)ぴょんと蕪あがり卯

1,980税込

￥2,000税別

幅50×奥70×高100mm（餅花飾り含む張り子サイズ）

21437

個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

幅60×奥105×高100mm 個箱入

ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063189

2,200税込

企画・材料⽇本 ベトナム製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063301

張子×1、⿊丸台×1、専用木札×1

ロット5 張子×1、⾦⿊台×1、木札×1

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

張子4

石川紙業

問

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

干支張子(卯)卯頂天
21428

￥1,500税別

干支張子(卯)叶 福結び

1,650税込

幅90×奥60×高100mm

21427

個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063257

ロット5 張子×1、⿊丸台×1、木札×1

干支張子(卯)帆宝卯
￥1,500税別

2,200税込

個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

張子×1、赤フェルト×1、専用木札×1

21430

￥2,000税別

幅85×奥55×高100mm ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063202

干支張子(卯)福乗せやじ卯
1,650税込

21424

幅115×奥60×高200mm ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063332
OPP入（透明袋） 企画・材料⽇本 ベトナム製

￥2,200税別

2,420税込

幅130×奥85×高130mm（赤丸板含む）
個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット10 張子と縁起パーツが木台に固定

ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063264
モビールパーツ×1、張子×1が赤台に固定

干支張子(卯)親子卯
干支張子(卯)干支だるま卯
21435

￥1,200税別

21426

￥2,500税別

2,750税込

(大）幅70×奥40×高55mm (中)幅50×奥30×高40mm

1,320税込

(小)幅40×奥20×高30mm 個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

幅75×奥75×高90mm

ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063196

個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063363 だるま張子×1

張子×3、⿊丸台×1、木札×1

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

張子5

石川紙業

問

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

四季折々に
飾り付け。

干支張子(卯)四季折々
￥3,000税別

21438

3,300税込

幅60×奥45×高90mm（張り子のみ）
個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

張子×1、季節飾り×5種、三宝×1、⿊台×1

干支張子(卯)豆卯
￥700税別

￥2,500税別

21436

2,750税込

幅75×奥80×高90mm ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063318

ロット5 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063325

21421

干支張子(卯)おいでやす卯

個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット5 首振り張子×1、布座布団×1、木札×1

干支張子(卯)ミニ福々卯
21422

770税込

￥850税別

935税込

幅40×奥40×高90mm ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063240

幅95×奥100×高65mm ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063233

OPP入（透明袋） 企画・材料⽇本 ベトナム製

OPP入（透明袋） 企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット10 張子×1、三宝×1

ロット10 張子×2が竹かごに固定

鈴が鳴る紙音シリーズ

干支張子(卯)紙音 ぴょん兎(と)
21420

￥600税別

干支張子(卯)紙音 丸卯
21419

660税込

￥600税別

660税込

幅70×奥40×高50mm 鈴入り張子×1、赤もうせん×1

幅60×奥50×高45mm 鈴入り張子×1、赤もうせん×1

個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

個箱入 企画・材料⽇本 ベトナム製

ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063219

ロット10 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4528624063226

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

張子6

石川紙業

問

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

手作りキットあり

楽しい手作り体験

干支卯親子モビール飾りミニ
21382 ￥1,500税別 1,650税込

干支卯親子モビール飾りミニ
手作りキット設計図付 55199

幅80×奥55×高90mm

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551994 【完成】幅80×奥55×高90mm

￥1,500税別

ロット5 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213823 日本製
美濃和紙人形×2が、美濃和紙台に固定

1,650税込 ロット5 個箱入 日本製

所要時間60分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド

ちりめん花付ワイヤーに花飾りが吊り下げ。

対象年齢 7歳〜低学年児童は保護者同伴

手作りキットあり
起き上がりこぼし

干支卯和紙ころころ親子屏風付
21380 ￥1,800税別 1,980税込

リバーシブル台

￥1,800税別

ロット5 個箱入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213809 日本製
【親】幅50×奥50×高75mm 【子】幅35×奥35×高45mm

美濃和紙台×1、木札×1

1,980税込 ロット5 個箱入

日本製 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551987

【本体】幅145×奥110×高80mm 【陶器ではありません。】
美濃和紙起き上がりこぼし人形×2、美濃和紙びょうぶ×1、

干支卯和紙ころころ親子屏風付
手作りキット設計図付 55198
【完成】幅145×奥110×高80mm

手作りキットあり

所要時間90分、必要道具のり、はさみ、木工ボンド
対象年齢 7歳〜低学年児童は保護者同伴

和紙ころころうさぎ干支卯
小槌手作りキット設計図付
55197 1コ￥800税別 880税込
ロット10 OPP入透明袋

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551970
日本製 【完成】幅50×奥50×高75mm
所要時間30分、必要道具のり、はさみ
対象年齢 4歳〜未就学児童は保護者同伴

【左側】和紙ころころうさぎ干支卯小槌
21378 1コ￥800税別 880税込

ロット10 OPP入透明袋 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213786 日本製
【ころころ】幅50×奥50×高75mm 【陶器ではありません。】
美濃和紙起き上がりこぼし人形×1、⾦クラフト紙台×1

【右側】和紙ころころミニうさぎ干支卯鈴
21379 ￥600税別 660税込
ロット20 OPP入透明袋 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213793 日本製
【ころころミニ】幅35×奥35×高45mm 【陶器ではありません。】
美濃和紙起き上がりこぼし人形×1、⾦クラフト紙台×1

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

和紙人形

手作りキット

石川紙業

問

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

干支卯 ちりめんお手玉卯 白
21373

￥650税別

干支卯 ちりめんお手玉卯 ピンク
￥650税別

21443

715税込

715税込

幅50×奥50×高80mｍ、日本製、包装なし

幅50×奥50×高80mｍ、日本製、包装なし

ロット30

ロット30

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213731

ちりめんお手玉人形1体

干支卯 ちりめんほのぼの卯
21374

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245214431

ちりめんお手玉人形1体

￥600税別

干支卯 ちりめんお手玉人形卯
21375

660税込

￥850税別

935税込

幅80×奥45×高60mｍ、日本製、包装なし

幅80×奥45×高90mｍ、日本製、包装なし

ロット30

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213748

ちりめんお手玉人形1体

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213755

ちりめんお手玉人形1体

サイズ比較

おちゃめうさぎ（小）
21376

￥650税別

おちゃめうさぎ（大）

715税込

21377

幅50×奥50×高70mｍ、日本製、包装なし
ロット30

￥800税別

880税込

幅55×奥55×高90mｍ、日本製、包装なし

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213762

ロット30

ちりめんお手玉人形1体

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213779

ちりめんお手玉人形1体

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

お手玉1

石川紙業

問

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

ちりめんお手玉花うさぎ 赤
12386

￥550税別

ちりめんお手玉花うさぎ ピンク
12386

605税込

￥550税別

605税込

幅50×奥50×高60mｍ、日本製、包装なし

幅50×奥50×高60mｍ、日本製、包装なし

ロット30

ロット30

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245123863

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245123863

ちりめんお手玉人形1体 紐⾊アソート

ちりめんお手玉人形1体 紐⾊アソート

ちりめんお手玉花うさぎ 青

ちりめんお手玉うさぎ 赤

12386

￥550税別

2388

605税込

￥550税別

605税込

幅50×奥50×高60mｍ、日本製、包装なし

幅50×奥50×高80mｍ、日本製、包装なし

ロット30

ロット30

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245123863

ちりめんお手玉うさぎ ピンク
2388

￥550税別

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245023880

ちりめんお手玉人形1体

ちりめんお手玉人形1体 紐⾊アソート

ちりめんお手玉うさぎ 白
2388

605税込

￥550税別

605税込

幅40×奥40×高70mｍ、日本製、包装なし

幅40×奥40×高70mｍ、日本製、包装なし

ロット30

ロット30

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245023880

ちりめんお手玉人形1体

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245023880

ちりめんお手玉人形1体

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

お手玉2

石川紙業

問

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

ちりめんお手玉獅子舞かぐら 赤
12699

￥600税別

ちりめんお手玉獅子舞かぐら 緑
12699

660税込

￥600税別

660税込

幅50×奥50×高50mｍ、日本製、包装なし

幅50×奥50×高50mｍ、日本製、包装なし

ロット30

ロット30

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245126994

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245126994

ちりめんお手玉人形1体、ロットで箱入り。

ちりめんお手玉人形1体、ロットで箱入り。

ちりめんお手玉 新獅子舞 赤

ちりめんお手玉新獅子舞 緑

12720

￥600税別

12720

660税込

￥600税別

660税込

幅50×奥50×高55mｍ、日本製、包装なし

幅50×奥50×高55mｍ、日本製、包装なし

ロット30

ロット30

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245127205

ちりめんお手玉人形1体、ロットで箱入り。

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245127205

ちりめんお手玉人形1体、ロットで箱入り。

サイズ比較

和紙ころころミニ獅子舞

和紙ころころ獅子舞
8944

￥700税別

20823

770税込

￥500税別

550税込

幅50×奥50×高70mm、日本製、OPP袋(透明袋）入

幅35×奥35×高55mm、日本製、OPP袋(透明袋）入

ロット10

ロット20

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245089442

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245208232

美濃和紙起き上がり人形1体、⾦台紙

美濃和紙起き上がり人形1体、⾦台紙

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

お手玉3

石川紙業

問

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

カバンやお財布、携帯電話などに、

干支卯開運根付羽子板
21368

￥550税別

いつも一緒、福招く。

605税込

⻑さ140mｍ、日本製、ラベル付OPP（透明袋）入
ロット30

ストラップ付 ちりめん細工

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213687

根付１本

干支卯開運根付福ひょうたん

干支卯開運根付絵馬
21369

￥550税別

21370

605税込

ロット30

ロット30

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213694

干支卯開運根付小槌
￥550税別

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213700

干支卯開運根付福卯

605税込

21372

⻑さ120mｍ、日本製、ラベル付OPP（透明袋）入
ロット30

605税込

根付１本

根付１本

21371

￥550税別

⻑さ110mｍ、日本製、ラベル付OPP（透明袋）入

⻑さ100mｍ、日本製、ラベル付OPP（透明袋）入

￥550税別

605税込

⻑さ120mｍ、日本製、ラベル付OPP（透明袋）入

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213717

ロット30

根付１本

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213724

根付１本

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

ちりめん根付

石川紙業

問

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

中におみくじ入り

干支卯開運陶器おみくじ招きねこ箱入
20941

￥400税別

干支卯開運陶器おみくじ卯箱入 白
21320

440税込

￥400税別

440税込

幅30×奥30×高50mm、中国製、個箱入

幅33×奥30×高45mm、中国製、個箱入

ロット24

ロット24

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245209413

おみくじ入陶器招きねこ1個

干支卯開運陶器おみくじ卯箱入 金
21321

￥400税別

干支卯開運陶器おみくじ卯箱入 ピンク

440税込

21322

幅33×奥30×高45mm、中国製、個箱入
ロット24

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213212

ロット24

440税込

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213229

おみくじ入陶器卯1個

恋みくじハート箱入 赤
￥400税別

￥400税別

幅33×奥30×高45mm、中国製、個箱入

おみくじ入陶器卯1個

21384

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213205

おみくじ入陶器卯1個

恋みくじハート箱入 金
21385

440税込

￥400税別

440税込

幅40×奥30×高38mm、中国製、個箱入

幅40×奥30×高38mm、中国製、個箱入

ロット24

ロット24

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213847

恋愛おみくじ入陶器ハート1個

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245213854

恋愛おみくじ入陶器ハート1個

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

おみくじ

石川紙業

問

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

干支手ぬぐい(卯) 兎福飾り
10335

￥500税別

干支手ぬぐい(卯) ツキ呼び兎
10336

550税込

￥500税別

横340×縦900ｍｍ、日本製

横900×縦340ｍｍ、日本製

ロット10

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245103353

550税込

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245103360

のし帯ラベル包装 綿100％ 岡生地 干支てぬぐい1枚

のし帯ラベル包装 綿100％ 岡生地 干支てぬぐい1枚

手染め美濃和紙笑emi十二支

和紙御朱印帳 笑emi十二支

61164

￥1,800税別

61396

1,980税込

ロット10

￥1,800税別

1,980税込

縦180×横120×厚さ15ｍｍ、日本製、OPP(透明袋)入

横640×縦950ｍｍ、日本製

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245611643

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245613968

じゃばらタイプ 美濃和紙御朱印帳1冊(46ページ）

手染め美濃和紙1枚

たて置き よこ置き可

和紙カードケース 笑emi十二支
61304

￥1,200税別

和紙フォトスタンド 笑emi十二支
61290

1,320税込

￥2,200税別

2,420税込

縦65×横108×厚さ1mm、日本製、OPP(透明袋)入

縦170×横130×厚さ15ｍｍ、日本製、専用個箱入

ロット30

ロット25

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245613043

美濃和紙カード入れ 1個

※9/1から価格改定

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245612909

美濃和紙フォトスタンド１個 透明フィルム1枚 L判サイズ用台紙 能書

￥1,300税別 1,430税込
受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

手ぬぐい

石川紙業

問

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

干支 紙せっけん！
きれいさっぱり、厄おとし

パッケージ、紙せっけんの絵柄は、
十二支がのぞいています

干支懐紙(卯)絵・干支卯(1帖)
4624 ￥380税別 418税込

横175×縦145mm、日本製 美濃和紙 30枚入

干支紙せっけん 21288
￥350税別

385税込 ロット30 OPP(透明袋)入 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245212888

日本製 【外箱】横85×縦68×高4mm 【せっけんサイズ】幅65×奥47mm

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245046247

OPP(透明袋)入 紙帯は、10柄アソート納品

紙せっけん50枚入

干支懐紙(卯)しらたえ懐紙(1帖)
4625 ￥330税別 363税込

干支懐紙(卯)浮彫り・干支卯(1帖)

4626 ￥350税別

横175×縦145mm、日本製 美濃和紙 30枚入

385税込

横175×縦145mm、日本製 美濃和紙 30枚入

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245046254
OPP(透明袋)入 紙帯は、10柄アソート納品

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245046261
OPP(透明袋)入 紙帯は、10柄アソート納品

歌会始懐紙絵(友)(1帖)

歌会始懐紙浮彫リ(友)(1帖)

4627 ￥380税別

4628 ￥350税別

418税込

横175×縦145mm、日本製 美濃和紙 30枚入

385税込

横175×縦145mm、日本製 美濃和紙 30枚入

ロット10

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245046278
OPP(透明袋)入 紙帯は、10柄アソート納品

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245046285
OPP(透明袋)入 紙帯は、10柄アソート納品

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

懐紙

石川紙業

問

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

ページ内全品 受注生産

受注締日：6/30（木）
6/30(木)まで ロット１〜
7/1(木)以降 掲載ロット数以上の受注生産
日本のちぎり絵作家が 1枚1枚 丁寧に手作り。
石川紙業のちぎり絵は、
長年かけて熟練した石川紙業専属作家の作品です。
ちぎり絵色紙卯 紅白
5470

￥2,000税別

2,200税込

横241×縦272×厚さ2mm、日本製、OPP袋(透明袋）入
ロット50

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245054709

ちぎり絵色紙1枚

ちぎり絵小色紙卯 小槌

ちぎり絵小色紙卯 親子
5471

￥1,000税別

5472

1,100税込

ロット150

￥1,000税別

1,100税込

横120×縦135×厚さ2mm、日本製、OPP袋(透明袋）入

横120×縦135×厚さ2mm、日本製、OPP袋(透明袋）入

ロット150

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245054716

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245054723

ちぎり絵小色紙1枚、専用スタンド1枚

ちぎり絵小色紙1枚、専用スタンド1枚

ちぎり絵小色紙はどちらの商品にも専用スタンド付、
立てて飾っていただけます。
ちぎり絵小色紙卯と富士山
5473

￥1,200税別

1,320税込

横120×縦135×厚さ2mm、日本製、OPP袋(透明袋）入
ロット300

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245054730

ちぎり絵小色紙1枚（卯はちりめん素材の押絵になります）、専用スタンド1枚

干支迎春

ちぎり絵

石川紙業

問

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

和紙のし袋 なごみうさぎ こころばかり
13168

￥400税別

440税込

13456

縦185×横92ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入
ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4546848010826

ロット10

440税込

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4546848010819

ロット10

440税込

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245134579

お年玉袋(大) なごみうさぎ
13474

440税込

￥400税別

440税込

縦185×横92ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

縦185×横92ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入
ロット10

￥400税別

和紙のし袋 3枚入

和紙のし袋 なごみうさぎ お見舞
￥400税別

和紙のし袋 なごみうさぎ ほんのきもち④
縦180×横90ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

美濃和紙のし袋 3枚入

13294

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245134562

13457

縦185×横92ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入
ロット10

440税込

和紙のし袋 3枚入

和紙のし袋 なごみうさぎ ほんのきもち
￥400税別

￥400税別

縦180×横90ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

美濃和紙のし袋 3枚入

13297

和紙のし袋 なごみうさぎ こころばかり④

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4546848010857

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4546848012721

美濃和紙のし袋 3枚入

美濃和紙のし袋 3枚入

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

のし袋1

石川紙業

問

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

和紙のし袋 縁起物語 えびす大黒

和紙のし袋 縁起物語 招き猫
13218

￥400税別

13220

440税込

ロット10
和紙のし袋

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245132186

3枚入

￥400税別

440税込

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245132209

和紙のし袋

3枚入

和紙金のし袋 招き猫

和紙のし袋 縁起物語 福ろう
13317

￥400税別

縦180×横90ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

縦180×横90ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

13361

440税込

￥600税別

660税込

縦180×横90ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

縦185×横90ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

ロット10

ロット10

和紙のし袋

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133176

3枚入

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133619

和紙のし袋

2枚入

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

のし袋2

石川紙業

問

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

お年玉袋(小)
なごみうさぎ
13476

￥350税別

385税込

13311

縦100×横60ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入
ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4546848012745

ロット10

￥350税別

385税込

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4546848010949

美濃和紙ポチ袋 3枚入

￥350税別

和紙ぽち袋
富士山
￥500税別

13398

385税込

ロット10

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245134685

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133985

和紙ポチ袋 5枚入

和紙 金ポチ袋 招き猫
13095

550税込

￥500税別

550税込

縦110×横65ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

縦110×横65ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

ロット10

ロット10

和紙ポチ袋

550税込

縦110×横65ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

美濃和紙ポチ袋 3枚入

￥500税別

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245134654

美濃和紙ポチ袋 3枚入

縦113×横70ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

和紙 金ポチ袋 うさぎ
13327

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4546848010932

13468

385税込

縦113×横70ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

和紙ポチ袋 縁起物語
招き猫Pきもち

縦100×横60ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

￥350税別

13465

385税込

美濃和紙ポチ袋 3枚入

和紙ポチ袋 なごみうさぎ
ほんのきもち②

ロット10

￥350税別

縦100×横60ｍｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

美濃和紙ポチ袋 3枚入

13312

和紙ポチ袋 なごみうさぎ
こころばかり➃

和紙ポチ袋 なごみうさぎ
こころばかり②

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133275

3枚入

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245130953

和紙ポチ袋

3枚入

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

ポチ袋

石川紙業

問

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

※9/1から価格改定

彩うさぎしおり
1127

￥300税別

330税込

￥400税別 440税込

※9/1から価格改定

彩うさぎ和紙メモ帳
7098

￥400税別

440税込

￥600税別 660税込

たて45×よこ12mm、日本製、OPP袋(透明袋）入

たて120×よこ80×厚さ8mｍ、日本製、OPP袋(透明袋）入

ロット30

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245011276

美濃和紙しおり1枚 柄アソート

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245070983

美濃和紙メモ帳1冊 柄アソート

和紙 起き上がり
うさぎ 手作りキット

和紙ころころうさぎ 干支卯

※9/1から価格改定

和紙ころころうさぎ 手作りキット設計図付

￥700税別

￥900税別 990税込

55167

8354

770税込

幅50×奥50×高70mm、日本製、OPP(透明袋）入

ロット10

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245083549

8895

￥700税別

770税込

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551673

※9/1から価格改定

￥900税別 990税込

※9/1から価格改定

和紙ころころ招きねこ 手作りキット設計図付

￥900税別 990税込

55162

幅50×奥50×高70mm、日本製、OPP(透明袋）入

ロット10

880税込

組⽴パーツ全7種類、友禅紙貼りクラフト紙台、作り⽅説明書

美濃和紙起き上がり人形1体、美濃和紙友禅染紙台

和紙ころころ招きねこ

￥800税別

幅50×奥50×高70mm、日本製、OPP(透明袋）入

ロット10

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245088957

美濃和紙起き上がり人形1体、⾦台紙

￥800税別

880税込

幅50×奥50×高70mm、日本製、OPP(透明袋）入
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245551628

※9/1から価格改定

￥900税別 990税込

組⽴パーツ全12種類、⾦クラフト紙台、作り⽅説明書

受注は1個から可能です。※法人様へ 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。

干支迎春

和紙雑貨

石川紙業

問

TEL 0575-33-0228 FAX 0575-35-1363
sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp
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納期、ご注文について
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
3万円未満は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

法人様 発送について ※個人お客様は、個人ご購入ページ お⽀払/発送/返品について をご覧ください。
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】

新商品・廃盤・価格改定・仕様変更について
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。
価格改定・仕様変更は、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。

美濃和紙・ちりめん製品の柄について
美濃和紙ブランドを取得した商品は、ブランドマークを掲載しています。
品名に指定ない和紙柄・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。
ブランドマーク

法人様 サンプルについて
カタログ、当社の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。

和紙屋の手しごと
〒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

