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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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今月のこぼれ話テーマは「子供の頃した遊び」

今月の新作
大人気シリーズですよ！

ひとこと箋十二単かきつばた

9728

もらったら嬉しい御祝儀袋（＾＾）

\400

ﾛｯﾄ10

和紙ふくさ祝儀袋 1,500円
ﾛｯﾄ5、折り畳みｻｲｽﾞ：20.5×12㎝、日本製

ひとこと箋12×14㎝、12枚
ミニ封筒6.5×11㎝、3枚
日本製

中生地ポリエステル100％

13431青
受け取った方が、その後に
ふくさとしてや懐紙入れなどに
使用できます。水引もそれぞれの
色によって違い、凝ってます。
営業みのわ

御一緒にいかがですか

9718あさがお

13432金

13430赤
内側は上品な淡い黄色の布で、丈夫ですよ、

9719てっせん

今月のトピック
出荷部より

当日出荷についてのお願い
４月１日（金）から、当日発送可能な注文受付時間

中部経済新聞の老舗探訪特集に
掲載されました！！

は、【午前１０時まで】とさせていただきます。今後ますま
す正確な出荷、質の高い出荷に務めてまいりますので、どう
かよろしくお願い申し上げます。なお、当日出荷希望の場合
は、必ず【当日出荷希望】とご明記をよろしくお願い申し上
げます。

プレミアム・インセンティブショーに
出展します！
当社商品は販促品としてのご注文も近年ますます増えています。
手作りのぬくもりがあふれた当社の品は、大変喜ばれるそうです。
そこで、より多くのお客様に知って頂きたく、新しい試みとして、
初出店します！お待ちしています！

当社ブース番号：４階４０８７
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和雑貨マイスター 田内おすすめ！

かぶと飾り

特集

やっぱり、五月飾りはカブトです！
フランスのテストマーケティングでも大人気でした。
何と言っても老若男女みな兜を見ると気分が
上がりますよね（＾＾）

コンパクトに収納できて
お土産にもオススメ
和紙かぶと六角箱入

\1,200

ﾛｯﾄ：10
20404
ｻｲｽﾞ：直径10×高さ9㎝、日本製

↓これぞ、和紙屋こだわりのかぶと飾りだぁ～！！

ごぉぉぉぉぉぉぉ～

和紙かぶと台付

￥1,100

20035

ﾛｯﾄ：10
ｻｲｽﾞ11×7×9.5㎝、日本製

和紙かぶとタペストリー（大）

織田信長・
和紙かぶと台付

豊臣秀吉・
和紙かぶと台付

￥1,200

20227

￥1,100

ﾛｯﾄ：10
8556
15×19㎝、日本製

￥1,200

20228

ﾛｯﾄ：10
ｻｲｽﾞ11×7×9.5㎝、日本製

ﾛｯﾄ：10
ｻｲｽﾞ11×7×7㎝、日本製

和紙かぶと衝立

ちぎり絵タペストリー（小）
かぶと \1,500

￥1,100

ﾛｯﾄ：10
20232
ｻｲｽﾞ12×6×15㎝、日本製

ﾛｯﾄ：10
11253
約15×40㎝、日本製

どぉぉぉぉぉん～

ちぎり絵小色紙

和紙かぶとマグネット ¥600
20229 ﾛｯﾄ10
ｻｲｽﾞ5.5×1.5×63.5㎝、日本製

甲冑

\900

ﾛｯﾄ：10
5084
ｻｲｽﾞ13×12㎝、スタンド付
日本製

＊「ちぎり絵かぶと」はこの他に小色紙
・はがき・ポチ袋がございます。カタログ「ちぎり絵」
またはHPをご参照下さいませ。
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岐阜県事業テストマーケティングで

フランス・パリ

で

石川紙業㈱

売れ行きNO.１でした

岐阜県事業・フランス美濃和紙雑貨テストマーケティングで、ＮＯ．１の販売成果！
岐阜県と美濃市が主催で、フランス・パリのアトリエ・ブランマント（マレ地区）で、
美濃和紙雑貨のテストマーケティングが行われました。現地評価をいただいた12社の
内、一番の販売成果をいただきました。当社の大切にする「かわいい」が、フランス
の方々に共感いただけて、とてもうれしい結果でした。
フランスで評判の良かった出品商品は、当社のこけしシリーズ、和紙ころころシリー
ズ、べんりマグネット、ちぎり絵、かぶと飾りシリーズです。
友禅和紙
衣装こけし笑顔

和紙かぶと飾りミニ
￥2,500

￥700

20225

20364

和紙ころころおすもうさん ￥600

和紙ころころ忍者 ￥600

20401

20402

ちぎり絵小色紙こけし藤娘

￥850

5316
～ワークショップするよ～

直営店開店進んでいます
岐阜県美濃市、伝統的建造物群保存地区のうだつの上がる町並み
にて、５月ＧＷ前開店を目指して、石川紙業の直営ショップ進んでい
ます！
カタログ掲載１，０３０種類や、オリジナル商品が一目でわかる美術
館のようなイメージで、来社していただいたお客様のショールームに
なるように目指しています。
当社独自のノウハウである雑貨製作技術で、ワークショップができる
予定です。

ココらへん

直営店の運営経験から、接客につながる情報収集、エンドユーザーのニーズを反映したものづくり、販売
方法など、皆様にお役に立つ情報を発信していきたいと思います。
応援をどうかよろしくお願いします。美濃市に来た際は、どうかお寄りくださいませ(^^)/
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石川社長のわくわく通信

2016.3.20

出荷部：松山より

こんにちは！社長の石川道大です(^^)/
今号は、出荷部リーダーの松山貴子さんを紹介します！
当社の倉庫は築100年！専務と松山さんで整然と並べ
た製品が並んでいます。その数、なんと1,300種類！
全国のお客様は600社に！ お客様一人ひとりに、商
品一つひとつに心を込めて集荷し、荷造りができるのは、
笑顔で落ち着きがあり、仕事後もバレーとバスケットを
するアクティブな松山リーダーならでは！先日も新聞に
おひなさまの紹介が掲載されました(^^) 出荷部と生産
部は、お客様とふれあう機会がなく、お客様のお声はう
れしいプレゼントです。これからもどうかよろしくお願
い申し上げます。

16.01.17 岐阜新聞中濃版
美濃和紙おひなさま紹介記事写真
←松山さん写真

子供の頃した遊び
怪獣消しゴムのすもう！

社長いしかわ

机をトントン叩いて、勝った方がもらえます。珍しい怪獣もいて、コレクターでした。

営業さとう

佐藤

出荷まつやま

「うまのり」です
小学生の時は、男女問わず

夏になるとよく魚や虫とりをしました。
ただ、捕まえるだけで満足するので、飼い育てるのは
親の役目でした。自分の息子には、ちゃんと飼うとこ
ろまで教えたいと思います！

結構激しい遊びをしていたものです。
教室でじっとしてる子ではなかったですね～
ゴム飛び・ドッチボール等々・・
営業たうち

年齢とともに遊びが変わりました。

とにかく野球でした。
人数が足らない時は三角ベースにして

6年の時、鉄棒が流行っていて、おてんばだったので
女子にはちょっと過激な技を良くやっていました。

遊びましたね（＾＾）

飛行機とびとか
営業みのわ

生産ふるた
家の外では、缶けり・ポコペン・箱入れ

だぁるまさんがこぉろんだぁ！
家の中では、「きせかえ」が好きでした。
無名の紙の女の子から
ウレタン素材のパティ＆ジミーまで！！
誰か知っている人はいあすかぁ？！

ゴムとびでした。
股関節外れそうなくらい、
足上げて飛びまくって・・・
今はもう見かけることもないですね
生産しみず
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今年もやります！ありがとうセット（＾＾）

こんなギフトセットはいかがですか
❤数量50個限定！特別価格❤

花しらべ 切り絵 ありがとうセット １個￥８００
セット内容：はんかち（20×20㎝、綿100％）１枚、
懐紙１帖、文香１個、メッセージ帯付、ﾛｯﾄ10
＊すべて、国産。文香のカラーはアソートです。

卒業・入学・転勤・母の日など春は贈り物シーズンですね。
感謝の気持ちをこめて、こんな実用的なセットをご提案。
通常セットで1070円の品を
数量限定特別価格です！
メッセージの下に名前も書けますよ。

営業みのわ

10171

10170
ありがとうｾｯﾄ 花しらべﾊﾞﾗ

10172

ありがとうｾｯﾄ 花しらべﾗﾅﾝｷｭﾗｽ

10173

ありがとうｾｯﾄ 花しらべﾀﾞﾘｱ

ありがとうｾｯﾄ 花しらべﾁｭｰﾘｯﾌﾟ

これからの時期におすすめの実用品
大人女子はこれ！ギフトにもオススメ！
季ごころ屋はんかち
切り絵 1枚￥500
ﾛｯﾄ：10
20×20㎝、日本製、綿100％

↓御一緒にいかがですか
10156バラ

10157ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ

10159ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ

10158ダリア

ぜひ、ホームページの
「商品紹介・カタログ」
で「切り絵」と
検索下さいませ。
この他にも切り絵シリーズ
の商品は多数ございます。
粋レターセット

和紙ポチ袋

花しらべ ￥450

花しらべ ￥250

9701切り絵②

13351切り絵③

懐紙 花しらべ ￥270

ﾛｯﾄ10
封筒9×17.8㎝、3枚
ひとふみ箋8×17㎝、10枚
日本製

ﾛｯﾄ10
6.5×10.25㎝、3枚
中紙入、日本製

ﾛｯﾄ10
14.5×17.5㎝、30枚、日本製

出荷まつやま
4430切り絵バラ
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石川紙業 （株） 宛
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1ページ
ｺｰﾄﾞ

別紙

今月の新作
商品名

参考上代

注文数

ありがとうセット

ｺｰﾄﾞ

商品名

参考上代

9728 ひとこと箋 十二単 かきつばた

¥400

10170 ありがとうｾｯﾄ 花しらべﾊﾞﾗ

¥800

9718 ひとこと箋 十二単 あさがお

¥400

10171 ありがとうｾｯﾄ 花しらべﾗﾅﾝｷｭﾗｽ

¥800

9719 ひとこと箋 十二単 てっせん

¥400

10172 ありがとうｾｯﾄ 花しらべﾀﾞﾘｱ

¥800

10173 ありがとうｾｯﾄ 花しらべﾁｭｰﾘｯﾌﾟ

¥800

13431 和紙ふくさ祝儀袋 青

¥1,500

13432 和紙ふくさ祝儀袋 金

¥1,500

13430 和紙ふくさ祝儀袋 赤

¥1,500

2ページ

かぶと飾り 特集

別紙

これからのおすすめ

10156 季ごころ屋切り絵はんかちﾊﾞﾗ

¥500

10157 季ごころ屋切り絵はんかちﾗﾅﾝｷｭﾗｽ

¥500

20404 和紙かぶと六角箱入

¥1,200

10159 季ごころ屋切り絵はんかちﾁｭｰﾘｯﾌﾟ

¥500

20035 和紙かぶと台付

¥1,100

10158 季ごころ屋切り絵はんかちﾀﾞﾘｱ

¥500

20227 織田信長・和紙かぶと台付

¥1,200

9701 粋レターセット花しらべ切り絵②

¥450

20035 和紙かぶと台付

¥1,100

8870 かぶと壁掛け・扇(スタンド付）

¥600

20232 和紙かぶと衝立

¥1,100

11253 ちぎり絵タペストリー(小）かぶと

¥1,500

20229 和紙かぶとマグネット
5084 ちぎり絵小色紙甲冑（かっちゅう）
３ページ

¥600
¥900

フランス・パリで人気商品

20401 和紙ころころすもう

¥600

20402 和紙ころころ忍者

¥600

20364 友禅和紙衣装こけし笑顔
20225 和紙かぶと飾りミニ
5316 ちぎり絵小色紙こけし藤娘

¥2,500
¥700
¥850

↓ご希望のお客様は下記に☑チェックを入れて下さいませ
美濃和紙ブランドシール

貴社名

電話番号

希望納期

13351 和紙ポチ袋花しらべ切り絵③

¥250

4430 懐紙 花しらべ切り絵 バラ

¥270

この他のご注文どしどしおまちしてます！
↓下記にご記入下さいませ

注文数

五月人形一括サンプルアンケートのまとめ

2016年 3月 20日

今回もアンケートのご回答を発表させていただきます！
ご回答をいただきましたお客様、ありがとうございました。
お客様のお声を、当社の企画・販売・発信に反映し、
お客様とともに楽しく利益を生み出していきたいと思いますので、
どうかよろしくお願い申し上げます。

⑴

今回のサンプルの中で売れ筋と期待する商品は？
和紙ころころシリーズはとてもかわいい商品が多いですネ。新作も楽しみです。
(^^) うれしいお声をありがとうございます！
票の多かった順に並べさせていただきました。
はりこーシカ人気です！
美濃和紙製品が複数ランクイン！期待大です！
和紙ころころシリーズのお声が高いですね！
ｺｰﾄﾞ
20409
20417
8887
20398～9
20404
20406
20403
20408
20399
20396
20418

品名
和紙ころころこいのぼり・かぶと台付
はりこーシカ 3ヶ入
はりこーシカ 5ヶ入
ちりめんのぼり鯉（大）青、赤
和紙かぶと六角箱入
ミニ和紙ころころこいのぼり台付
和紙ころころかぶとこいのぼり丸台付
五月飾り用台屏風こいのぼり付
友禅和紙フォトスタンド五月
のぼり旗かぶと
出世鯉富士山屏風付

参考上代
1,500
2,000
3,000
2,000
1,200
1,100
1,500
850
1,100
1,200
1,500

備考
美濃和紙製品

その他、従来商品の和紙ころころシリーズ
ｺｰﾄﾞ
品名
20042 和紙ころころ金太郎とくまケース入
8868 和紙起き上がりころころ金太郎とくま
20214 和紙ころころかぶと屏風付
20215 和紙ころころ桃太郎と赤おにケース入
20212 和紙ころころこいのぼり

参考上代
1,300
1,200
1,000
1,200
650

備考
美濃和紙製品
美濃和紙製品
美濃和紙製品
美濃和紙製品
美濃和紙製品

２色あり
美濃和紙製品
美濃和紙製品
美濃和紙製品
美濃和紙製品
美濃和紙製品
美濃和紙製品
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⑵

一括サンプルの買取理由、返却理由、または希望改善点？
買取理由
早めにサンプルを出していただけて、早く売り場に出してお客様に商品をご提案できるので、一括購入させていただいています。
一つからいろんな種類を店頭に出せるから。
和紙の商品が多かったので、今回は買取しました。
かわいい商品ばかりで楽しくなります。
お買い得なので。
(^^) ありがとうございます！
当社の願いの通り、『早めのご提案』と『１個から購入できる』がお役に立ちまして、
たいへん嬉しく存じます。
和紙製品を気に入っていただき、ありがとうございます。ちりめん商品も得意ですので、
ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。『かわいい！』を当社は大切に製作しています！『かわいい！』は世界共通の力があります。
下代からさらに１０％ＯＦＦは、かなりお値打ちと思いますよ。
返却理由
お店のスペースを考えすべて買取はできません。サンプルの中から、当店に合う商品を選ばせて頂きました。
全ての商品を並べるスペースを確保できないため、選抜して注文をさせて頂こうと思います。
返却理由は、全品各1個をお客様に買って頂くのが結構大変なんです。
計画的に仕入ているため。
お店のスペースに合わせて、ピックアップできるのも、一括サンプルのよさですね(^^)/
サンプルだけでなく、商品が『１個から購入できる』ので、ぜひご注文ください。
お客様のお店に合わせて、お好きな量で注文できるのが、当社ですので、ぜひどうぞ。

⑶

一つひとつ手づくり

今後作ってほしい五月人形、またはそのほか商品
五月人形
かぶとをもう少し増やしていただきたいです。
ちりめんで出来たかぶとの置物（大き目が良い）。
なるほどです！かぶとは五月人形のメインですネ。今年の5月から企画を開始しますので、
ぜひ参考にしていきたいです。大き目な豪華なものができるといいなぁと思っております。
はりこーシカのようなものが当店では望ましい。

ｱﾝｹｰﾄ発表 2016五月人形
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はりこーシカのようなユニークな商品。
はりこーシカは昨年も人気でしたので、置くだけではなく遊べる商品。
モビール（和紙の物）がほしい。
吊り飾り。単体が大きいもの、一本飾りでもＯＫ。
はりこーシカは人気ですね！遊べる商品として、動きのある商品がいいのではと思い、
モビールや吊り飾りもいいですね。ぜひ参考にさせていただきますm(__)m
三月・五月節句ものは、当店では大きめのものが中心となり、小物は以前ほど求められなくなりました。
全体的に小さい商品が多いと思います。大きい商品を作って頂きたい。
ちりめんのぼり鯉（大）ですが、大きくなりとても良い商品と思います。しかし上代￥2,000と考えると高いと思います。
とてもいいご提案をありがとうございます。5月からの企画に活かしていきたいと思います。
当社のお客様は幅広い業種があり、観光物産、雑貨屋では小物がたいへん人気があります。
大型のもの、小型ものも、今年の成果をみて積極的に企画していきたいと思います。価格も努力していきます。
以前にあったこいのぼりタペストリーをまた作ってほしい。
こいのぼりタペストリー、社長の私が企画しましたので、うれしいです！
類似の新商品に人気がうつったため、生産中止にしたいきさつがあります。
下記の新商品はとても人気がありますので、いかがでしょうか。
また、御社のためにロット３００～作成できますので、
どうぞよろしくお願いします(^^)
11247
11249
11070
8553
20222

ちぎり絵タペストリー(小）こいのぼり
ミニ壁掛け仲良しこいのぼり
ミニ壁掛こいのぼり
友禅和紙こいのぼり衝立
のぼり旗こいのぼり

1,500 美濃和紙製品
550
600
900
1,200 美濃和紙製品

ちりめん素材のものも少し増やしてほしいと思います。
了解しました(^^) 当社はちりめん素材も大の得意です。ぜひ開発していきますネ！(^^)
「小さくても本物らしいもの」を求めるお声が多いため、それに沿った商品。
了解です(^^) 当社は『かわいい！』を大切に、一つひとつ心を込めて製作販売していきますm(__)m
（地域がら、）桃太郎関連がもう少し増えればうれしいです。
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下記の桃太郎シリーズも、ぜひよろしくお願いします。
よろしければ、ぜひ当社とオリジナル商品を製作しませんか(^^)/
デザイン料基本１万円～とお値打ちです！
20215 和紙ころころ桃太郎と赤おにケース入
20033 和紙ころころ桃太郎

1,200 美濃和紙製品
600

和の素材で西洋文化（ｸﾘｽﾏｽ、ﾊﾛｰｳｨﾝ）をやってみたらどうか。
面白いご提案ですね！クリスマス商品は、人気のころころにありますので、ぜひどうぞ。
今後皆様のニーズの高まりに合わせて、企画していきます(^^)
20244 和紙ころころサンタ
20243 和紙ころころ雪だるま

600 美濃和紙製品
600 美濃和紙製品

そのほかの商品
夏のアイテム（海の日、山の日に関連したもの）、お月見アイテム。

現在、下記の商品を多数製作中！粋粋通信をぜひチェックください！お楽しみに！
夏商品 ちぎり絵タペストリー朝顔、ちぎり絵タペストリー花火、新型うちわ
夏柄友禅のトレイ、ティッシュ入、名刺入、フォトスタンド、メモ帳、六角箱、マグネット
紙風船あざらし・テントウムシ
秋商品 和紙起き上りふくろう、ちぎり絵タペストリーふくろう、マグネットふくろう・うさぎ
和紙飾りふくろう
ねこ
ちりめんねこメモスタンド、和紙飾りミニねこ、敷き紙ねこ、マグネット仲良しねこ
地域によっては天神様を男の子のおひなさまとして用意する所もあるので、天神様関係もほしいです！
学問の神様なので受験に向けての合格和紙ころころもいいかも！
和紙ころころで、合格祈願！七転び八起の起き上りですから、いいアイディアですね！なるほどです。

築１００年の倉庫

親子財布。
当店は最近は海外の方も多くなり、観光客が多く、お土産として買いやすいもの、自分で持って帰りやすいもの、こわれにくいもの、安価に見えにくいもの。
ユネスコ無形文化遺産登録後、観光客が多くなった美濃市で、美濃和紙の里会館、美濃市観光協会で、
過去７年間、当社は売上ＮＯ．1です。
カタログ掲載１，０３０種類あり、お土産はおまかせください！これからもたくさん開発していきます(^^)/
人気のころころについて、ネコはすごくいいと思うのですが、イヌのかわいさが今ひとつに感じます。ぜひ改善を。
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なるほどですね(^^)/ 犬は洋犬のわんこと日本犬のしばいぬがあり、かわいいと思うのですが・・
ぜひアドバイスをいただけたらうれしいです。
8982 和紙ころころわんこ
20205 和紙ころころしばいぬ

600 美濃和紙製品
600 美濃和紙製品

人気のころころについて、またゆるキャラのころころは出来ないのでしょうか？
ハイ！できます！多数やらせていただいていますよ！デザイン料１万～とお安いですので、ぜひどうぞ！
実例：ヤクルト球団つば九郎、愛知県岩倉市い～わくん、伊勢おかげ横丁おかげいぬ、岐阜県美濃市うだつくん
岐阜県岩村女城主

⑷

粋粋通信（当社月刊誌）で掲載して欲しい記事内容、また知りたい情報
カタログ、粋粋通信毎回楽しみにしています。
いつも楽しく読ませて頂いております。
いつも新しい情報を楽しみにしております。今、何が求められているのか。何が売れ筋なのか、読んで勉強させて頂いております。
これからも分かりやすい、また会社のお話しも入れながらの記事を楽しみにしてます。よろしくお願いいたします。
売れ筋商品。
季節ものの新商品で、よく売れた商品の結果などが知りたいです。

ころころ つば九郎

ありがとうございます！了解いたしました。これからもお役に立てる楽しい月刊誌つくってまいります(^^)/
いつも楽しく読ませて頂いております。楽しく読ませて頂いております。社員目線で他の社員の紹介をして頂いても面白いかも。
なるほど！社員目線で社員を紹介するなんて、おもしろいアイディアですね(^^)/
まずは人気コーナーの『こぼれ話』でやってみましょうか(^^)/
長期間飾っていた場合の経年変化や商品そのものの強度について。接客につながる情報があると助かります。
当社は５月を予定に、直営店を美濃市の伝統建造物保存地区に開店する予定です(^^)
直営店の運営を通して、接客につながる情報を掲載していけたらと考えています。
アウトレット的商品。安価が条件！

ころころ うだつくん

現在も時おり粋粋通信で、限定販売を紹介しております！ぜひ今後もやってまいります(^^)/
商品詳細で、箱を含めた重量が分かるとうれしいです。
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以前のご回答でもご提案をありがとうございます。
現在の進捗状況は、ホームページに１，０３０種類の商品をまずアップするところから
やっております(^^; お待たせして申し訳ございませんが、順番に整えていくというところで、
お許しいただけましたら幸いです。

⑸

石川紙業への要望事項、アドバイス、またはフリースペース
大変厳しいご意見として、複数のお客様から「自分でも作れそう」「思っていたより高い」などのお声を頂いています。
干支の張子のようなデザインや作りものがあると助かります。
当社の課題が分かり、とてもありがたい意見です(^^)
当社の商品は、誰もが親しみやすく『かわいい！』ことを大切にしているため、
自分でも作れそうだと思っていただけることは、ありがたいことです。
「思っていたより高い」というご意見を、ありがとうございます。
当社が、当社と商品のよさを十分に発信しきれていない。
伝えられていない課題があると教えていただくことができました。
当社の美濃和紙雑貨の企画販売事業は、2月に経済産業省より認定をいただいております。
1300年の歴史のある美濃和紙とその文化地域で、一つひとつ手作りする商品です。
当社の友禅紙は、美濃和紙を京都で染めていただいているこだわりの美濃和紙友禅紙です(^^)
お客様にその価値をご認識いただけますよう、今後も鋭意努力してまいります。
どうかよろしくお願い申し上げます。

一枚一枚丁寧に手もみ加工

干支の張子のようなデザインの五月人形も多数販売しております(^^)/
ぜひよろしくお願い申し上げます。
店頭ポップなど販売グッズをホームページからダウンロードできるようにしてはどうか。
英語表記のポップ（五月人形）
たいへんいいご提案をありがとうございます！そのようにできればと考えておりました。
順番に進めておりまして、整いましたらＨＰ、月刊誌でお伝えさせていただきますm(__)m

心をこめて手づくりしています

いつもお世話になっております。石川紙業様の商品は、和紙・手作り・日本製と外国のお客様から大変好評を頂いております。
今後も「和」を感じさせる商品を期待しております。宜しくお願い致します。
空港で盛大に販売していらっしゃるお客様からのうれしいご感想をありがつございますm(__)m
当社一同、ますますがんばって参ります(^^)
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いつもありがとうございます。営業の方や製造の方の細かい心配りに頭が下がります。
いつもお世話になっております。サンプルありがとうございます。また新商品などありましたら、カタログや通信お待ちしてます。今後ともよろしくお願いします。
いつもお世話になっております。サンプルご提供や少量でも出荷頂いたり大変助かっております。今後ともよろしくお願いします。
佐藤さんのお子様かわいいですネ。いい笑顔とろけそうですネ。
お客様から元気をいただいていますと、営業より感謝の声を聞いております。ありがとうございます。
営業佐藤の長男さんのフォトスタンド写真、本当にかわいいですね！社内でも人気です(^^)
20399 友禅和紙フォトスタンド五月

1,100 美濃和紙製品

1

商品のタグにまでこだわっていて英語表記されているのはとても助かっています。
ありがとうございます(^^)インバウンド対応に向けて、ご要望がありましたら、ぜひ教えてください。
和紙ころころシリーズはとてもかわいい商品が多いですネ。新作も楽しみです。
とっても人気があります。フランスでも売上ＮＯ．1でした！干支とりでも新作生まれますよ(^^)/
以上になります。このたびも貴重なご意見をありがとうございました。
次回は干支酉（とり）でアンケートを予定しておりますので、
どうかよろしくお願い申し上げますm(__)m
以上

これからもどうかよろしくお願い申し上げます。
石川紙業（株）一同

お客様に笑顔をプレゼント(^^)
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