
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　

１～２Ｐ　今月の新作

３Ｐ　OEMオリジナル製作のおすすめ！

2017年　5月号  NO.390 ４Ｐ　体験ショップ情報・こぼれ話・お手紙

今月のテーマ「お気に入りの映画・ドラマ」 ５Ｐ　ご連絡・製作者のキモチ�

今月の新作
大人気のかえるがミニｻｲｽﾞで登場！！ リニューアルして、セットで飾りやすくなりました

和紙ころころミニかえる　\500 和紙ころころミニ福ろう　\500
ｺｰﾄﾞ20635 ｺｰﾄﾞ20504

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ高さ4cm、日本製 ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ高さ4cm、日本製

＊和紙ころころｼﾘｰｽﾞは起き上りこぼしです

大人気シリーズ新柄登場

ねこブームです！

ひとこと箋ねこ￥400

9729 ﾛｯﾄ10

ねこ型ひとこと箋11×18cm、12枚

ミニ封筒6.5×11cm、2枚

和紙のし袋なごみうさぎ￥300 和紙のし袋なごみうさぎ￥300 和紙のし袋なごみねこ￥300 日本製

こころばかり③13448 ほんのきもち③13449 こころばかり③13451

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽ9×18cm、3枚、日本製 ﾛｯﾄ10、ｻｲｽ9×18cm、3枚、日本製 ﾛｯﾄ10、ｻｲｽ9×18cm、3枚、日本製

ポチ袋もございます。シリーズでディスプレイすると注目度もアップ！！

和紙のし袋なごみうさぎ￥250 和紙のし袋なごみねこ￥250

こころばかり③13446 こころばかり③13444

ほんのきもち③13447 ほんのきもち③13445

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽ6.5×10.5cm、3枚、日本製 ﾛｯﾄ10、ｻｲｽ6.5×10.5cm、3枚、日本製

お得なセット購入でウォールポケットついてきます→
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粋粋通信 国・地域資源活用

事業計画認定企業

お得なセットでのご提供させて頂きます！

のし袋3種各5枚、ポチ袋6種各5枚（税抜き14,500円）で

ウォールポケットプレゼント



今月の新作
男女問わずに使用しやすいクールな柄

この時期ぴったりの藍柄コーナーはいかがですか→

粋友禅染うちわ小判型藍柄　\1,000

ｺｰﾄﾞ33357

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ17.5×37.5cm、4柄アソート、日本製

和紙めがねケース藍柄\750

藍柄和紙楊枝入\400

粋楊枝入（藍柄）\300 藍柄コースター\400

黒文字楊枝

うちわ（藍柄）

¥450

友禅柄も人気です

粋・友禅染うちわ小判型　1本1,000円

ｺｰﾄﾞ33342 黒文字楊枝和紙包（藍柄）￥450

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ17.5×37.5cm、5柄アソート、日本製

クールな扇子入れとセットで父の日のプレゼントにオススメ！！
粋・シルク扇子　短地無地　1本1,300円

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ21cm、中国製

フォーマルなシーンでも

活躍すること間違いなし

粋・扇子入れ黒無地　\500 粋・扇子入れ友禅　\500 老若男女問わない

ｺｰﾄﾞ33265 ｺｰﾄﾞ33284 上品な扇子には、こんな

ﾛｯﾄ10 ﾛｯﾄ10 扇子入れをオススメします

25×4cm、レーヨン100%、日本製 25×4cm、レーヨン100%、日本製 営業みのわ

他にピンク・黄色・紺があります 他にピンク・青・矢絣があります
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草花

（緑）

花火 縞
（しま）

五色

唐草

美濃和紙友禅染紙 使用

美濃和紙を京都で一色ごと手刷り

黒無地 青海波 緑友禅



ＯＥＭ　オリジナル製作のおすすめ！

中小企業庁　はばたく中小企業300社2017年を受賞！

展示会出展のお知らせ

「Interior Lifestyle Tokyo」　　　
名称 Interior Lifestyle Tokyo／インテリア ライフスタイル

会期 2017年 6月 14日（水）- 16日（金）

開催時間 10:00 - 18:00 （最終日は 16:30まで）
会場 東京ビッグサイト（東京国際展示場） 西 1・3・4ホール + アトリウム

主催 メサゴ・メッセフランクフルト（株）

入場料 2,000円

* 招待状持参者およびWeb来場事前登録者は無料

「国際雑貨EXPO夏」　　　

営業みのわ
出来立てほやほやの
新商品をいち早くご覧頂けます。
沢山のお客様にご紹介できる
のを楽しみにしております。
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石川紙業はこんなこともできます！木の根付のオリジナル製作も得意！こち

らは常務田内さんが担当した、藤を名物とする植物園パークのオリジナル根

付。レーザー加工で、美しく精巧に仕上げています！デザイン代１万円～、

ロット３００～です。お問合せは、営業部まで一本電話ください！ゆるキャラも

できますよ。

↓↓石川紙業のＯＥＭ オリジナル製作専用ページはこちら
http://www.ishikawa-shigyo.com/oem.html

地域資源を活かし、インバウンド需要の取込み等、地域経

済の活性化に貢献。海外展開を通じて、国内の産業基盤

の発展に積極的に取り組む中小企業として、全国300社に

選ばれました！これからも、美濃和紙の里・岐阜県美濃市

で和雑貨を一つひとつ手作りしている石川紙業として、社

員一同頑張ってまいります。どうかよろしくお願いします。

いろんな事例が写真入りでわかりやすく掲載されていますので、ぜひご覧ください

4月24日（月）は、美濃市長を訪問し

報告に参ります。ブログをご覧下さい！



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     2017.4.20

岐阜県在中アジアの留学生訪問！

イスラエル旅行者の手作り体験

お気に入りの映画・ドラマ
映画を期待していたHuluですが、ドラマが充実！

ディープな刑事もの「テゥルーディテクティブ」は面白かった！

昨年の放映された『下町ロケット』は 今は「ウェストワールド」！ ＳＦ大好き。

毎回欠かさず見ていました。 社長いしかわ

また同じ池井戸潤さん原作の『半沢直樹』

も見ながらスカッとしていました！ 映画「キセキーあの日のソビトー」
営業箕輪 昭和のあの頃（年代はヒミツ）を思い出して泣きました。

生産ふるた

出荷まつやま

風の谷ノナウシカ 生産しみず

ナウシカのまっすぐな思いと人間性が好きです。 海外ドラマで、映像が斬新な「シャーロック」（イギリス）、
小さな女の子が歌う「らんらんらららんらんら」が そしてイケメン詐欺師の「ホワイトカラー」（アメリカ）
耳からはなれないんです にはまっています♡　

最近子どもと一緒にみた「カーズ」に感動!
今更ながら「トイストーリー」や「ニモ」など 営業たうち
ピクサー作品を見始めました。 リチャード・ギア主演の『愛と青春の旅だち』
子ども以上にはまってるかも^^; を観たとき、若かったからかも知れませんが

営業さとう ”超”すごく感動した記憶が今でも強く残っています。
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石川社長のわくわく通信 2017.4.20

こんにちは！社長の石川です(^^)

今号は、出荷部部長松山貴子さんを紹介します！

松山さんは一言でいうと、沈着冷静、静かな情熱の

ある方です。アクティブな出荷部南さんとふたりで、年

間取扱商品1,699種類、全国600社のお客様に集荷発

送手配をこなしています。お客様にできるだけ早く出荷

できるよう、生産加工も行います。写真は、大人気「小

紋柄てぬぐい」包装加工を丁寧にしている松山さんで

す。

お客様からいただくお電話に、対応することもござい

ます。出荷部と生産部は、お客様にお会いする機会が

少なく、お客様の明るい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いたします。

こんにちは！早くも5月1日でアンテナショップ開店1年を迎えます。ちょうど4月の今頃は改築

がすみ、照明や什器に奔走。専務が商品選定と陳列をしてくれて、見事開店できたことを思

い出します。現在なんと海外客17か国になりました。イギリス、アメリカ、オーストラリア、フィリ

ピン、韓国、台湾、香港、マカオ、ベトナム、ニュージーラントﾞ、インドネシア、ミヤンマー、中

国、東ティモール、ネパール、インド、イスラエルの旅行者、留学生の皆様です。手作り体験

があることが、和紙雑貨専門店プラスの魅力になり、観光施設として評判。石川紙業はオリ

ジナル手作り体験をご提案できますので、おすすめです！ぜひお問合せください！



干支戌一括サンプル希望募集！ 7月24日（月）出荷予定

ただいま石川紙業では、2018年干支戌デザイン企画真っ最中！
石川紙業ならでは、戌と迎春飾りを楽しみにしていてください！
限定したお客様のみ、真っ先に石川紙業の干支迎春サンプルを発送します！
ご希望のお客様はお気軽にご連絡くださいませ。

石川紙業の一括サンプルの長所
➀実物をどこよりも早く見られる
②一括サンプルを買取で１０％オフ。
（サンプルの中から必要なものだけ買い取ることも出来ます。）

③費用がかからない（送料当社もち）
③アンケート回答者に抽選で賞品が当たる特典つき（＾＾）

G.W休日のお知らせ

中止商品のご連絡 価格改定のご連絡
下記の商品がこの度生産中止となります。 下記の商品が2017年6月1日より価格改定となります。
ご愛顧頂きまして、ありがとうございました。

制作者のキモチ�
べんりマグネット犬　1個\500

和紙ころころ犬張子戌　￥７００ ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ3.5×6cm、日本製

ｺｰﾄﾞ20634 12723柴犬茶、12724和犬白、12725アソート

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ高さ6cm、日本製

製作者かとう

製作者ながや 今にもお話しをして

張子犬特有の頭のもようを くれそうなわんこに

作るのに苦労しましたが してみました！
仕上げて下さった内職さんも こんな子犬が欲しいです

「かわい～でしょ！」と

思わず自分で言ってしまう程の

かわいさあふれる商品に仕上がりました（＾＾）
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暦通りで下記の日にお休みを頂戴します。

4/29土、4/30日、5/3水、5/4木、5/5金、5/6土、5/7日
よろしくお願いします。

￥700

わんわん❤



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

2017年　粋粋通信5月号　NO390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

20635 和紙ころころミニかえる ¥550 美濃和紙ブランドシール

20504 和紙ころころミニ福ろう ¥500 2018年干支犬サンプル希望

13448 和紙のし袋なごみうさぎこころばかり③ ¥300

13449 和紙のし袋なごみうさぎほんのきもち③ ¥300 ウォールポケット↓ご希望のセット商品をご記入下さいませ

13451 和紙のし袋　なごみねここころばかり③ ¥300

9729 ひとこと箋ねこ ¥400

13446 和紙ポチ袋なごみうさぎこころばかり③ ¥250

13447 和紙ポチ袋なごみうさぎほんのきもち③ ¥250

13444 和紙ポチ袋　なごみねここころばかり③ ¥250

13445 和紙ポチ袋　なごみねこほんのきもち③ ¥250

2ページ 今月の新作　

33357 粋・友禅染うちわ小判型藍柄 ¥1,000 この他のご注文どしどしおまちしてます！

10090 和紙めがねケース（藍柄） ¥750 ↓下記にご記入下さいませ

3087 藍柄和紙楊枝入 ¥400

3088 粋　楊枝入（藍柄） ¥300

3020 藍柄コースター ¥400

3089 黒文字楊枝　和紙包（藍柄） ¥450

3083 黒文字楊枝うちわ(藍柄） ¥450

33342 粋・友禅染うちわ小判型 ¥1,000

33265 粋　扇子入れ 黒無地 ¥500

33284 粋　扇子入れ　友禅 青海波 ¥500

33284 粋　扇子入れ　友禅 緑友禅 ¥500

5ページ

6002 でんでん太鼓 ¥500 6月1日より700円

20634 和紙ころころ犬張子戌 ¥700

12723 べんりマグネット犬・柴犬茶 ¥500

12724 べんりマグネット犬・和犬白 ¥500

12725 べんりマグネット犬・アソート ¥500

貴社名

電話番号

希望納期


