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
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粋粋通信

2016年 10月号 NO.383
今月のテーマ「私の相棒」

今月の新作
干支酉一括サンプルアンケートのまとめ
仕入れ忘れはございませんか？国産干支張子
おたより・こぼれ話

今月の新作
ちびまる子ちゃんの人気キャラが仲間入り

花輪くん、野口さん登場！

国・地域資源活用
事業計画認定企業

和紙ころころちびまる子ちゃん

花輪クン
ご予約頂いた
順に順次出荷
となります。

20541

和紙ころころちびまる子ちゃん

\800
ﾛｯﾄ10

野口さん

20542

直径約5㎝、日本製

\800
ﾛｯﾄ10

直径約5㎝、日本製

ころころちびまる子ちゃんも
大に印機です（＾＾）

10月末より出荷予定です。ご予約お待ちしています（＾＾）
和紙ころころミニひよこと親子飾り出来ました！！
ぴよぴよ

10月下旬から11月末ま
での期間限定で生産し
ます。ご予約受付中!

超かわゆい！
和紙ころころミニ

和紙ころころ

ひよこ \400

親子酉飾り \1,500

20585

20586

ﾛｯﾄ10

直径約3㎝、日本製

ﾛｯﾄ10

直径約3㎝、日本製

ちりめん開運ねこだるま飾り

和紙ころころ招き猫組立キット

ケース入りですぐ飾れて
贈り物にもオススメ
毎年飾れるのがいいですね
10月下旬から11月までの
期間限定で生産します。
ご予約受付中！

店舗で手作り体験会主催
したり、販売してると
サークル活動での利用を
希望される方が多いです。

和紙ころころ
ちりめん開運

招き猫組立キット ￥600

ねこだるま飾り \1,200

55158

20582

直径約6.5㎝、日本製

ﾛｯﾄ10

ﾛｯﾄ10

約12×5×10㎝、日本製

クリスマス飾り2016！今年はこれで決まり！
癒し系ほのぼの和風クリスマス飾りでほっこり（＾＾）
和紙の風合いたっぷり優しい気
持ちにさせてくれますよ。10月
下旬から11月までの期間限定で
生産します。
ご予約受付中！

六角箱に収納できていいですよ。
10月下旬から11月までの
期間限定で生産します。
ご予約受付中！
ちりめんお手玉

クリスマスセット \1,600

20576

和紙

クリスマス飾り \1,500

ﾛｯﾄ5

33344

直径10×高さ11.5㎝、日本製

ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ13×11×12cm、日本製

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

〒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

FAX 0575-35-1363

石川紙業株式会社

URL

www.ishikawa-shigyo.com

干支酉一括サンプルアンケートのまとめ

2016年 9月13日

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。
7月に実施した干支一括サンプルのアンケートを発表いたします！

今回は各業界別の人気商品ランキングにまとめてみました！
ここでは、1位のみ掲載させて頂きます。貴重な回答集レポートは、
石川紙業ＨＰにて全てをご覧いただけますので、ぜひご活用くださいませ。
10月20日おひなさま一括サンプル、1月27日は五月一括サンプル予定、
当社ならではのオンリーワンのサービスをぜひおためしください！
創業114年石川紙業の干支迎春はこんな利点があります！
１．当社の干支はよく売れる！年末に向けて、通常商品の３倍売れます!!
２．干支以外に、人気の和雑貨１，６００種類を一緒に仕入できます！仕入をまとめて送料がかからない!!
３．干支シーズンがおわった後も、次は豊富なおひなさま、五月人形で、いつも売り場が元気!!
定番人気の首振

観光地では、インパクトで勝負

業界問わず人気な起き上がりこぼしです

生活雑貨小売様
通販様
和紙関係卸様

観光物産小売様

文具書店小売様
和紙起き上り

開運つかみ酉 ¥1,000
20538 ﾛｯﾄ10
直径7×７ｃｍ、日本製

陶器小売様
和紙ころころ
干支張子（酉）首振り

干支張子（酉）

幸福酉1号 ¥1,300
20478 ﾛｯﾄ10

尾長やじろべえ ¥2,200
20493 ﾛｯﾄ10

10×6.5×10ｃｍ

16×11.5×27ｃｍ

総合売れ筋ランキング
順位

1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3

コード
20478
20493
20437
20483
20464
20477
20482
20486
20487
20492
20455

品名
干支張子（酉）首振り幸福酉1号
干支張子（酉）尾長やじろべえ
和紙ころころにわとり（酉）
干支張子（酉）破魔矢
干支張子（酉）招福寿酉（小）
干支張子（酉）かご入りぴぃちゃん
干支張子（酉）首振りコッコちゃん
干支張子（酉）親子酉
干支張子（酉）紙音寿
干支張子（酉）福籠乗り
親子酉六角箱入

上代
¥1,300
¥2,200
¥600
¥1,100
¥1,800
¥1,100
¥1,300
¥1,800
¥600
¥1,000
¥2,000

回答集レポート「お客様の声」は、
当社HPの「商品紹介・カタログ」内で下へスクロール！
カタログ干支酉の下にありま～す
ぴよぴよ❤

石川紙業株式会社

URL

www.ishikawa-shigyo.com

にわとり ¥600
20437 ﾛｯﾄ10
直径5×７ｃｍ、日本製

仕入れ忘れはございませんか？

人気の上質国産干支張子です

＊このページの商品はすべて会津張り子です。
ｻｲｽﾞは人形本体ｻｲｽﾞ（ｃｍ）です。

年々、インバウンドも増え、日本製にこだわるお客様増えています

招福尾長鳥

¥1,700

ｺｰﾄﾞ20476 ﾛｯﾄ10
ｻｲｽﾞ6.5×13×8.5

首振り招福寿酉

首振り招福華酉
小¥1,800
中¥2,500
大¥3,500

ｺｰﾄﾞ20461 ﾛｯﾄ10 ｻｲｽﾞ7.7×11.0×10.0
ｺｰﾄﾞ20462 ﾛｯﾄ5
ｺｰﾄﾞ20463 ﾛｯﾄ1

ｻｲｽﾞ9.7×13.4×12.2
ｻｲｽﾞ11.4×17.7×15.0

小¥1,800
中¥2,500
大¥3,500

ｻｲｽﾞ9.7×13.4×12.2

ｺｰﾄﾞ20466 ﾛｯﾄ1

ｻｲｽﾞ11.4×17.7×15.0

小¥1,300
中¥1,900

ｺｰﾄﾞ20467 ﾛｯﾄ10 ｻｲｽﾞ7.8×8.3×5.5
ｺｰﾄﾞ20468 ﾛｯﾄ10

ｺｰﾄﾞ20465 ﾛｯﾄ5

招福丸

招福破魔矢酉
小¥1,500
中¥1,900

ｺｰﾄﾞ20464 ﾛｯﾄ10 ｻｲｽﾞ7.7×11.0×10.0

ｻｲｽﾞ10.5×10.7×7.5

福桝
かご入り
ぴぃちゃん

ｺｰﾄﾞ20473 ﾛｯﾄ10 ｻｲｽﾞ6.5×9.5×8.5
ｺｰﾄﾞ20474 ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ8.5×12×10

¥1,300

ｺｰﾄﾞ20472 ﾛｯﾄ10
ｻｲｽﾞ3.7×5.2×5

¥1,100

ｺｰﾄﾞ20477 ﾛｯﾄ10
ｻｲｽﾞ4.5×5×4

ぴぃちゃん

起き上がり招福酉

¥700

小 ¥700
大 ¥1,300
特大 ¥1,700

ｺｰﾄﾞ20475 ﾛｯﾄ10
ｻｲｽﾞ4.5×5×4

ｺｰﾄﾞ20469 ﾛｯﾄ10 ｻｲｽﾞ2.3×3.5×2.3
ｺｰﾄﾞ20470 ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ5.2×6.8×5.2

ｺｰﾄﾞ20471 ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ8.4×10.3×8.4

ギフトショーご来訪ありがとうございました！
今回も沢山のお客様にご来訪頂きまして、ありがとうござい
ました。連続出展15年目を迎えた今回は、美濃和紙雑貨（和
紙貼陶器酉・和紙ころころ武将シリーズ）、ちりめん雑貨（干
支酉・おひなさま）、インバウンド向けの衣装こけしなどいつ
にも増して、バラエティ豊かな新作を200アイテム以上ご覧頂
きました！
大変ご好評頂き、社員一同ますますはりきっています！お客
様に喜んで頂ける商品作りに励んでいきますので、今後ともど
豊かな日本の心をプレゼント

石川紙業株式会社
〒501-3721 岐阜県美濃市吉川町2382番地

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

URL www.ishikawa-shigyo.com

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

2016.09.20

9月4日（日）当社アンテナショップに、なんと芸能人が！鯱バ
スツアー×CBCラジオコラボ企画「北野誠と行くツアー」ご一行
様がなんと61名やってまいりました！
前日夜おそくまでセッティング。次の朝妻がガラリと変えて
ビックリ(^-^; ベストな設営になりました(^^) ドジな私は北野
誠さんとよく似た方をご本人とまちがえる大失敗 (T_T) しかし
体験は大成功！楽しく作られオンリーワン作品に大感激。ス
マートな北野さん、皆様ありがとうございました。当社で組立て
キットを販売していますので、ぜひ好きな場所で好きな時に
ワークショップ開催しませんか(^^)/ 体験ショップの様子、毎
日ブログで発信しています。ぜひ見てください。

石川社長のわくわく通信

2016.9.20

いつもお世話になっております。社長の石川道大です(^^)/
今号は生産部三輪さんを紹介します！
三輪さんは、欧米の特許業務の経歴があり、英語が得意！
てきぱきとした実務派で、安心感があり皆に頼られています。
一年間イギリス留学経験があるだけあって、ファッションはこだ
わりあり！当社ファッションリーダーの季節イベントにあったピ
アスに、いつも注目しています！元気な二児のお母さんの三輪
さんがつくる商品が、お客様や、世の中に平和と幸せ、元気を
プレゼントできますことを心から願っています。

左：三輪さんがつくる友禅和紙ころころおひなさま台付
中：アクティブながら沈着冷静な三輪さん！
右：内職さんと打合せする三輪さん(^^)/ 頼られる安心感がございます。

わたしの相棒
出荷まつやま

営業たうち

携帯です
まだまだ娘達との連絡には
かかせません。
むかえに来て～、今どこ～、などなど
ﾄﾎﾎ（＾＾；）

ワンダーコア
でも、腹筋は割れそうにありませんが・・・・

カメラです！
ただ、キャノンの一眼レフを持ってしても
動き回る１歳の息子を撮るのに苦労してます（＾＾；）
営業佐藤

愛犬の「コン」
子供達のかわりに話相手に
なってもらってます。
（返事は来ませんが・・・）
生産ふるた

社長いしかわ
エプロンオフィス！
前かけに文房具一式入っていて、どこでもオフィスに！
織田信長も同じようにしていたそうです(^^)/

営業みのわ
石川紙業の社員の皆さん！
いつも、すごーく助かっていま～す！

イチロー選手も愛用している足もみローラー
1日の疲れとむくみをこれでリセットです。
生産しみず

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

〒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

FAX 0575-35-1363

和紙タンスがこだわりの美濃和紙タンスになりました！
←従来品は
在庫無くなり次第
販売終了となります。

インバウンドブームで再ブレイク中の和紙タンスがリニューアルします。
こだわり抜いた美濃和紙友禅を使用して製作しています。
価格は参考上代です。
柄はリニューアルしていきます。柄指定の場合はﾛｯﾄ200～承ります。
10月中旬仕上がり予定

10月中旬仕上がり予定

仕上ってます！

美濃和紙タンス(小) \1,200

美濃和紙タンス(中) \1,300

美濃和紙タンス(大) \1,400

10186

10185

10184

ﾛｯﾄ10
8.2×9×9.5㎝、日本製

ﾛｯﾄ10
9×8.8×11.5㎝、日本製

12×10×13.8㎝、日本製

ﾛｯﾄ10

柄アソート納品

柄アソート納品

柄アソート納品

社長いしかわ
当社の友禅柄和紙は、

京都の染元に美濃和紙を送って染めて頂いております。友禅柄も、選りすぐりの柄です。
お客様の柄選びもより楽しくなりますよ！
大サイズは仕上がりました！即出荷可能です。小サイズと中サイズは只今、丁寧に製作中です。
ご予約お待ちしてます！

石川紙業 （株） 宛

ＦＡＸ ： ０５７５－３５－１３６３

ＴＥＬ ： ０５７５－３３－０２２８

ご注文ご予約は・・・
商品コード
商品名

下記にご記入頂き、この用紙を当社までFAX下さいませ（＾＾）
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

10184 友禅和紙タンス（大）
10185 友禅和紙タンス（中）
10186 友禅和紙タンス（小）

貴社名
電話番号

希望納期
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

〒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

FAX 0575-35-1363

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

2016年 粋粋通信10月号 NO383注文書
1ページ
ｺｰﾄﾞ

今月の新作
商品名

参考上代

注文数

20541 和紙ころころちびまる子ちゃん花輪クン

¥800

20542 和紙ころころちびまる子ちゃん野口さん

¥800

20585 和紙ころころミニひよこ

¥400

10月末出荷予定

美濃和紙ブランドシール

20586 和紙ころころ親子酉飾り

¥1,500

10月末出荷予定

おひなさまサンプル10月20日発送予定

20582 ちりめん開運ねこだるま飾り

¥1,200

10月末出荷予定

55158 和紙ころころ招き猫組立キット

↓ご希望のお客様は下記に☑チェックを入れて下さいませ

¥600

20576 ちりめんお手玉クリスマスセット

¥1,600

10月末出荷予定

33344 和紙クリスマス飾り

¥1,500

10月末出荷予定

2ページ

↓下記にご記入下さいませ

干支酉サンプルアンケートまとめ

10184 友禅和紙タンス（大）

¥1,400

10185 友禅和紙タンス（中）

¥1,300

10186 友禅和紙タンス（小）

¥1,200

20437 和紙ころころにわとり（酉）

3ページ

¥600

人気の上質国産干支張子

20461 干支張子（酉）招福華酉（小）

¥1,800

20462 干支張子（酉）招福華酉（中）

¥2,500

20463 干支張子（酉）招福華酉（大）

¥3,500

20464 干支張子（酉）招福寿酉（小）

¥1,800

20465 干支張子（酉）招福寿酉（中）

¥2,500

20466 干支張子（酉）招福寿酉（大）

¥3,500

20476 干支張子（酉）招福尾長鳥

¥1,700

20467 干支張子（酉）招福破魔矢（小）

¥1,500

20468 干支張子（酉）招福破魔矢（中）

¥1,900

20473 干支張子（酉）招福丸（小）

¥1,300

20474 干支張子（酉）招福丸（中）

¥1,900

20477 干支張子（酉）かご入りぴぃちゃん

¥1,100

20475 干支張子（酉）ぴぃちゃん
20472 干支張子（酉）福桝（ふくます）

¥700
¥1,300

20469 干支張子（酉）起き上り招福酉（小）

¥700

20470 干支張子（酉）起き上り招福酉（大）

¥1,300

20471 干支張子（酉）起き上り招福酉（特大）

¥1,700

貴社名

電話番号

希望納期

この他のご注文どしどしおまちしてます！

