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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
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今月の新作
干支申お手玉 特集
和紙商品上半期売れ筋ランキング
お知らせ・こぼれ話

9月

今月のテーマ「涼を求めて」

今月の新作
上品な大人の女性向け着物型のひとふみ箋と
ミニ封筒のセットです。

ひとこと箋 十二単 1個￥400
9724うめ、9725すいせん
ひとこと箋12×14cm、12枚

ロット10

ミニ封筒6.5×11cm、3枚、日本製

NEW

干支のおさるさんに仲間が増えました！！
1個からでも注文可能ですので、たくさんの種類を置いて賑やかなコーナー作りをお勧めします。

別注ちりめん
開運ほのぼの申(茶)￥650
ロット30
60514

ちりめんお手玉
おさるさん ￥500
ロット30
20395

お客様のご要望にお応えして「屏風・道標・敷き物セット」です。
ご自身のハンドメイド作品や好きなお手玉を飾って自分だけの干支飾りが出来ますよ。

屏風台飾り干支A ￥1,400
ロット10
20391

屏風台飾り干支B ￥850
20392 ロット10

＜セット内容＞
屏風(20.3×11.6㎝）
黒プラ台(12×8×1㎝）
道標(1×2×3㎝）
日本製

＜セット内容＞
屏風(20.3×11.6㎝）
黒プラ台(14.5×10㎝）
道標(1×2×3㎝）
日本製

屏風台飾り
干支富士山C \550
ロット20
20393

屏風台飾り
干支迎春D \450
ロット20
20394

＜セット内容＞
屏風(13.3×11㎝）
赤もうせん(6.3×8.8㎝)
道標(1×2×3㎝）
日本製

＜セット内容＞
屏風14×10㎝
赤もうせん8.5×6㎝
道標1×2×3㎝
日本製
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9月の大型連休は干支申で決まり！！

干支申お手玉 特集
9月10月は干支商品出荷のピークです!! お手玉は、たくさん種類をおいてこそ、お客様の注目度アップ。
お手玉はお手頃価格で年末の配り物にもぴったりですよ。

現在、一番人気！

先頭を追いかける勢い

安定感のある定番人気

開運あっぱれ申
美濃和紙着物 \900

開運ちりめん
だるま申 \700

美濃和紙開運
ほのぼの申(茶)\650

20285

20290

ﾛｯﾄ25

直径4．5×8．5㎝、日本製

ﾛｯﾄ30

茶20293、白20294

直径7×3㎝、日本製

ﾛｯﾄ30、直径5×5㎝、日本製

２位
1位

3位

毎年人気のシリーズです
手が動くのが画期的！

大小並べて親子申！

開運縁起申
美濃和紙着物 \850

美濃和紙
宝袋福子申 \700

開運萬福申美濃和紙着物
大\900、小\750

ﾛｯﾄ25、直径6×3㎝、日本製

20286

茶20291、白20292

大20288、小20289

ﾛｯﾄ25、直径5×5．5㎝、日本製

大ﾛｯﾄ30、直径5×8㎝、日本製

ちりめんお手玉
おさるさん ￥500

小ﾛｯﾄ25、直径5×7㎝、日本製

20395
別注ちりめん
開運ほのぼの申(茶)￥650

60514

NEW

ﾛｯﾄ30

NEW

お手玉？じゃないけど
陽気な動きに癒される
フル可動・ちりめん
おさるさん(申)￥800

20297
豪華でめでたい！

ﾛｯﾄ30

ﾛｯﾄ30、6×1×8㎝、日本製

開運萬福申（大）開運ちりめん鯛付

20287

ﾛｯﾄ20、10×7×9.5㎝、日本製、着物柄ｱｿｰﾄ

石川紙業のメルマガを配信しています。
営業部のフレッシュマン佐藤が、
仕入れた耳寄りな情報を配信しています。
メールアドレスの登録お待ちしております。

石川社長発！ブログ配信
「石川社長わくわく日記」にてブログ更新中
ぜひご覧下さい！

石川お得な情報満載です
社長いしかわ

ﾛｯﾄ30

ころころサンタところころ雪だるまがご案内

上半期！美濃和紙商品

売れ筋ランキング！
9月の大型連休に
おすすめですよ。
今すぐ在庫チェック！！

今年の1月～8月14日までの期間で
集計しました！
ダントツ1位のころころシリーズ(1個600円）！なかでも上半期トップ５をご紹介！
ｻｲｽﾞやﾛｯﾄはカタログをご参照下さいませ。
和紙ころころうさぎ

和紙ころころこねこ

和紙ころころふくろう

和紙ころころこ招きねこ

和紙ころころかえる

8354

8428

8537

8895

8436

和紙商品は、当社じまんのロングセラー商品が安定して人気です。販売商品に迷った時はこれに決まり！
鉛筆しおり1個\600

文庫箱しおり付(大)

11006

10020

ﾛｯﾄ10

HB鉛筆4本としおり付

\1,200

ﾛｯﾄ10

16×22㎝、アソート、日本製

友禅フォトスタンド

5216

￥850

ﾛｯﾄ10

13×17㎝、アソート、日本製

友禅和紙懐紙入

10005

￥900

ﾛｯﾄ10

9.5×17㎝、アソート、日本製

名称変更しました

べんりマグネット1個400

❤12335、★12331
●12329、✿12333
いつか、ぼくらもトップ10入り
したいね～

ﾛｯﾄ20、ｻｲｽﾞ直径約5㎝、アソート
日本製
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2015年10月20日発送予定

2016年新作おひなさまサンプル発送のお知らせ
今年も社員一丸となって、渾身の品々を作成しました！！
みな、早くご紹介したくて堪りません（＞＜）一足先にご覧になりたい方は
ぜひ、ギフトショーへお越し下さいませ（＾＾）
10/20発送のサンプルご希望のお客様は添付の注文書に☑をお願い申し上げます
サンプルを買い取ると、なんと１０％割引、お値打ちです！送料サービス

石川紙業でご注文して頂くとこんなメリットがあります！
1. こまめなリピート注文にも対応できる！
2. 1個からのご注文OK!
3. 他の従来商品と注文が一緒にできる！

涼を求めて
営業みのわ

子供の頃はよく父のアユ釣りについていき
一日川につかっていました。
おかげで水泳が得意になりました。

机やリビングのフローリングの
冷たい場所を求めて
ごろごろしてました。
出荷まつやま

冷え冷え炭酸水！
炭酸水メーカーを決断し買いましたが、
これが使いづらい！トホホ・・
社長いしかわ

あまり暑いと内職さんの材料準備の時
コンクリートの床に正座して材料を数えてます
ひんやりして、気持ちいいですよ
生産ふるた
営業さとう

お化け屋敷で肝試し
「ぎゃあぁぁぁあああ」と叫びながら
全速力で走り抜ければ暑さなんて
ふっとびます！とは言え自分も
まだそんな体験した事ないので
お薦めのお化け屋敷教えて下さい
地元のショッピングモール
しかし気をつけないと意外に
高くつくんですよね（＾＾；）
営業たうち

今年は遠出する気力がないので

生産しみず

エアコンの効いた近所の図書館の

子供の頃は、クーラーガンガンきかせて

ソファの上で、きれいな写真集眺め

怖いマンガ読んで極楽してました。

ながらボーっとしてます

が、今はなんと言っても清流長良川に
小一時間入ると涼しい別世界になります！

これの方がエコですね（＾＾）
みこ
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重要なご連絡

価格改訂商品一覧・追加のお知らせ
前月お伝えさせていただきました、2015年年9月1日開始の価格改訂のお知らせですが、
下記の商品がもれておりましたので、お知らせいたします。誠に申し訳ございません。
お客様専用価格改訂一覧表をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。（注文書にチェックをどうぞ！）
従来価格
ｺｰﾄﾞ
商品名
新価格
掲載通信
1 13371 和紙ポチ袋 なごみいぬ こころばかり
¥200
¥250 14年6月号
2 13373 和紙ポチ袋 なごみいぬこころばかり②
¥200
¥250 14年6月号
3 13372 和紙ポチ袋 なごみいぬ ほんのきもち
¥200
¥250 14年6月号
4 13374 和紙ポチ袋 なごみいぬほんのきもち②
¥200
¥250 14年6月号
5 13375 和紙ポチ袋 なごみいぬ お礼です
¥200
¥250 14年6月号
6 13376 和紙ポチ袋 なごみいぬ ありがとう①
¥200
¥250 14年6月号
7 13377 和紙ポチ袋 なごみいぬ ありがとう②
¥200
¥250 14年6月号
8 13378 和紙ポチ袋 なごみいぬ おこづかい
¥200
¥250 14年6月号
9 20069 和紙ころころひつじ
¥500
¥600 14年6月号
10 20205 和紙ころころしばいぬ
¥500
¥600 14年9月号
11 20243 和紙ころころ雪だるま
¥500
¥600 14年11月号
12 20244 和紙ころころサンタ
¥500
¥600 14年11月号
13 20361 和紙ころころかぐや姫
¥500
¥600 15年6月号
14 12414 べんりマグネット富士山
¥300
¥400 14年9月号
15 20199 和紙お手玉うさぎ（友禅）
¥450
¥500 14年8月号
16 20200 ミニ福の神 笑福キツネ
¥300
¥400 14年8月号
17 20201 ミニ福の神 ふくろう
¥300
¥400 14年8月号
目出鯛１号（紅白）
18 20202
¥300
¥400 14年8月号
19 97035 目出鯛４号
¥800
¥1,000 14年8月号
20
¥500
2441 犬張子ミニ
¥600 14年8月号

第68期総合カタログの配布開始！
第６８期総合カタログを９月１日から開始いたします。今回の総合カタログは、お客様にみやすいように、各分野の
小冊子集合カタログになっています。 ご希望のお客様はぜひご連絡くださいませ！（注文書にチェックをどうぞ！）

石川社長のわくわく通信 2015.08.20
こんにちは！社長の石川道大です(^^)/ あまりに文章が
長いと妻に叱られて反省(T_T)
今号は生産部の古田和子を紹介します！
夢の実現と楽しい人生を目指す当社。和子さんは、趣味
はランニングで、歴史にくわしく、ロゲイニングを楽しむ才
人。
人生に、仕事に、家庭に熱心に取り組んでいる和子さん
から、ふれあう人は自然と元気と笑顔をいただきます(^^)
才人といえば、漆器加工学校に就学し、石川県輪島で
長年漆器職人を務めあげ、名古屋市教育委員会賞を受
賞の腕前です。
魅力的な仲間とともに、人生と才能とを存分に開花してい
ただくことを心から願っています(^^)

生産部：古田和子より

