
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　

1Ｐ　今月の新作・お得なサービス
2Ｐ　年末年始商品のおすすめ
3Ｐ　年末年始商品のおすすめ

2016年　11月号  NO.384 ４Ｐ  お手紙とお知らせ
今月のこぼれ話はおやすみです(-_-)zzz次回お楽しみ❤

今月の新作
和紙ポチ袋なごみシリーズ新作登場！！

和紙ポチ袋なごみねこ　\250 和紙ポチ袋なごみうさぎ　\250

ﾛｯﾄ10、サイズ6.5×3.5㎝、3枚入、日本製 ﾛｯﾄ10、サイズ6.5×3.5㎝、3枚入、日本製

13444こころばかり③ 13445きもち③ 13446こころばかり③ 13447きもち③

.

 年末年始の必需品！オリジナルセットで販売できますよ（＾＾）

ウォールポケットサービスします！！
お好きな和紙のし袋3種類各5、和紙ポチ袋8種類各5を

ご購入頂いたお客様に、場所を取らずに販売できる便利なウォールポケット(写真右→）

をサービスします！！ 写真のセットはこのページに掲載している商品のセットです。

参考上代14,000円(税別）
ご注文方法 お年玉袋(大)￥300×3種類各5＝4500円

添付の注文書にご希望の商品を明記頂き、ウォールポケット希望欄にチェックを お年玉袋(小）なごみ酉￥250×2種類各5＝2500円

ご記入下さいませ。 お年玉袋(小）なごみいぬ￥200×5＝1000円

価格はご購入されたのし袋・ポチ袋の価格です お年玉袋(小）なごみうさぎ￥200×5＝1000円

＊このページの商品は全て、ﾛｯﾄ10、3枚入です 和紙ポチ袋なごみｼﾘｰｽﾞ￥250×4種類各5=5000円

お年玉袋(小)なごみとり\250
①13441　　　②13442

お年玉袋(大)￥300

営業みのわ

13382なごみうさぎ 13383なごみねこ 13384なごみいぬ

お年玉袋（小） お年玉袋（小）
なごみいぬ　￥200 なごみうさぎ　￥200

13390 13386
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粋粋通信

国・地域資源活用

事業計画認定企業

ギフトショーでも大好評

優しい絵柄で大人気のなごみシリーズにカラフルな色柄のポチ袋が仲間入り（＾＾）

ぜひ、年末年始のお年玉袋と一緒に販売してみて下さいませ！

掲載している商品以外、

沢山の種類ののし袋・ポ

チ袋がございます。

干支カタログや

和文具カタログ、

ホームページを

ぜひご覧下さいませ。



年末年始商品の仕入れ忘れはございませんか？
季節商品こそ、リピーターのお客様を増やす大事なアイテムです。
棚の商品の移動や入れ替えなどまめにすることをお勧めします。
お店の鮮度があがり、お客様のハートをつかみますよ。当社は一個からでもご注文承ります！！ぜひ、お試しを。

クリスマス飾り2016！今年はこれで決まり！

ちりめんお手玉 和紙

クリスマスセット　\1,600 クリスマス飾り　\1,500

20576 ﾛｯﾄ5 33344 ﾛｯﾄ10

直径10×高さ11.5㎝、日本製 ｻｲｽﾞ13×11×12cm、日本製 ﾛｯﾄ10

和紙ころころ

年末年始のおすすめ！ 親子酉飾り　\1,500

20586 ﾛｯﾄ10
直径約3㎝、日本製

超かわゆい！
和紙ころころミニ

ひよこ　\400

20585 ﾛｯﾄ10
直径約3㎝、日本製

ちりめん開運

ねこだるま飾り　\1,200

20582 ﾛｯﾄ10
約12×5×10㎝、日本製

敷き紙　彩りがさね楊枝付（寿）￥500

4276 ﾛｯﾄ10

19×11㎝、金箔懐紙・染和紙各15枚

楊枝3本付、日本製

和紙ころころ招福だるま　￥600 和紙ころころ招きねこ￥600 和紙ころころ獅子舞￥600

8894 ﾛｯﾄ10 8895 ﾛｯﾄ10 8944 ﾛｯﾄ10

高さ5㎝、日本製 高さ6.5㎝、日本製 高さ6㎝、日本製
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ぴよぴよ

11月末までの期間

限定生産です。

数量限定なので、

オリジナル感たっ

ぷり。他にはない

商品で個性を発揮
できます

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

11月までの期間限定生産です。

六角箱に収納できて

いいですよ。

11月までの期間限定

生産です。

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。11

月までの期間限定生

産です。



年末年始商品の仕入れ忘れはございませんか？

¥1,500 ¥400 ¥1,000 ¥400

8770 ﾛｯﾄ： 1 20202 ﾛｯﾄ： 10 97035 ﾛｯﾄ： 10 8419 ﾛｯﾄ： 10
11×9×24.5、日本製 直径8㎝ 直径13㎝ 高さ約5㎝
吊るしたり、立てたりできます

¥400 ¥400 ¥400 ¥400

20200 ﾛｯﾄ： 10 20201 ﾛｯﾄ： 10 8412 ﾛｯﾄ： 10 8413 ﾛｯﾄ： 10
高さ約5㎝ 高さ約5㎝ 高さ約5㎝ 高さ約5㎝

¥400 ¥400 ¥400 ¥500

8414 ﾛｯﾄ： 10 8415 ﾛｯﾄ： 10 8416 ﾛｯﾄ： 10 12699 ﾛｯﾄ： 30
高さ約5㎝ 高さ約5㎝ 高さ約5㎝ 高さ約6㎝

¥500 ¥1,000 ¥600

12720 ﾛｯﾄ： 25 2442 ﾛｯﾄ： 10 2441 ﾛｯﾄ： 10
高さ約6㎝、アソート、赤・緑 8×12×9㎝ 6×8×5㎝

ちりめんお手玉
新　獅子舞

犬張子１号 犬張子ミニ

ちりめんお手玉獅子舞
かぐら

ミニ福の神　弁天 ミニ福の神　招福招き猫 ミニ福の神　招福だるま

ちりめん迎春飾り
羽子板(大)鶴赤

目出鯛１号（紅白） 目出鯛４号 ミニ福の神　鯛

ミニ福の神　えびすミニ福の神　だいこくミニ福の神　ふくろうミニ福の神　笑福キツネ

おめでたい行事に！
吊るしたり、置いたりすると
すぐに縁起の良い雰囲気
になりますよ（＾＾）

ご出産祝い・節句の置物に

お部屋のインテリアに"The和"
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NEW よろぴくぴく～（＾＾）



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     2016.10.20

　

左：体験ショップでの専務　中左：新商品デザイン、プロデュースも得意！　中右：和風クリスマスなど数々のヒットメーカー、右：愛猫ジョジョ 

粋粋通信がHPで簡単にダウンロードできます！！

請求書に添付して発送させていただいております粋粋通信が、HPからいつでもダウンロードできます！
トップ画面を一番下までスクロールすると、下記の画面にある月間誌「粋粋通信」をクリックして下さいませ。
請求書が発行されないお客様も、ぜひHPをご利用下さいませ！

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
FAX　0575-35-1363
〒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     

石川社長のわくわく通信 2016.10.20

いつもお世話になっております。

出荷・粋粋通信担当の石川美子です。

最近、体力の衰えを感じ始めた40代（＾＾；）

一念発起で筋肉をつける事を決意し、今更ながら

ﾋﾞﾘｰﾌﾞｰﾄｷｬﾝﾌﾟに励んでいる今日この頃です。

目標は、フルマラソン完走！（時間制限内に）

できる体力をつけるぞ！！とはりきっています。

11月末の小豆島マラソン大会出場予定！完走でき

たら報告しますね�

今年も残すところあと2か月。

皆様、どうぞ、お体ご自愛くださいませ。

こんにちは！社長の石川道大です(^^)/

今号は、わが妻、専務の石川美子を紹介します！

専務は、出荷部統括、情報発信部統括（31年つづく粋粋

通信、数々のカタログ作成）、仕入業務、生産計画と、本

当に働き者で助けてもらい深く感謝をしていますm(__)m

忙しい合間をぬって（公社）色彩検定協会の1級に合格

後、講師の資格を2013年に取得しました。先日の研究

テーマは「友禅千代紙にみる日本の色彩文化」。聞かせ

ていただきましたが、とってもおもしろ～い！！ぜひ皆様

にも、なにかの方法でお伝えしたいと思っています。

美濃市うだつの上がる町並みの美濃和紙雑貨体験ショップで、

2017年干支酉を展示販売！すでにこの時期に好評をいただ

いています。

なかでも、ディスプレイ酉（18,500円税別）は、展示販売の中

でドーンと存在感があり、客寄せに威力を発揮、お客様の記

念撮影に使われていて人気もの！お客様とのコミュニケー

ションに役立ち、干支迎春の販売の強力な助っ人としてぜひ

おすすめします！

10/8.9は初めての美濃和紙あかりアート展！大変なにぎわい

に感謝いたしました(^^)/ 毎年10月第2週土日ぜひご訪問く

ださい。

夫婦仲良くし

てニャー



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

2016年　粋粋通信11月号　NO384注文書
1ページ 今月の新作　

ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 注文数 ↓ご希望のお客様は下記に☑チェックを入れて下さいませ

13444 和紙ポチ袋　なごみねここころばかり③ ¥250 美濃和紙ブランドシール

13445 和紙ポチ袋　なごみねこほんのきもち③ ¥250

13446 和紙ポチ袋なごみうさぎこころばかり③ ¥250 ウォールポケット希望
13447 和紙ポチ袋なごみうさぎほんのきもち③ ¥250

13382 お年玉袋(大)なごみうさぎ ¥300

13383 お年玉袋(大)なごみねこ ¥300 3ページ 年末年始の仕入れ忘れはございませんか

13384 お年玉袋(大)なごみいぬ ¥300 8770 ちりめん迎春飾り　羽子板(大)鶴　赤 ¥1,500

13441 お年玉袋(小)なごみとり① ¥250 20202 目出鯛１号（紅白） ¥400

13442 お年玉袋(小)なごみとり② ¥250 97035 目出鯛４号 ¥1,000

13390 お年玉袋(小)なごみいぬ② ¥200 8419 ミニ福の神鯛 ¥400

13386 お年玉袋(小)なごみうさぎ② ¥200 20200 ミニ福の神笑福キツネ ¥400

20201 ミニ福の神ふくろう ¥400

8412 ミニ福の神だいこく ¥400

8413 ミニ福の神えびす ¥400

8414 ミニ福の神弁天 ¥400

8415 ミニ福の神招福招き猫 ¥400

8416 ミニ福の神招福だるま ¥400

12699 ちりめんお手玉獅子舞かぐら ¥500

12720 ちりめんお手玉新獅子舞 ¥50012720 ちりめんお手玉新獅子舞 ¥500

2442 犬張子１号 ¥1,000

2441 犬張子ミニ ¥600

この他のご注文どしどしおまちしてます！

2ページ 年末年始の仕入れ忘れはございませんか ↓下記にご記入下さいませ

20576 ちりめんお手玉クリスマスセット ¥1,600

33344 和紙クリスマス飾り ¥1,500

20585 和紙ころころミニひよこ ¥400

20586 和紙ころころ親子酉飾り ¥1,500

20582 ちりめん開運ねこだるま飾り ¥1,200

4276 敷き紙　彩りがさね　楊枝付(寿） ¥500

8894 和紙ころころ招福だるま ¥600

8895 和紙ころころ招き猫 ¥600

8944 和紙ころころ獅子舞 ¥600

貴社名

電話番号

希望納期


