
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

２P　業界別★夏の売れ筋ベスト３

2017年　6月号  NO.391 ３P～５P　お得なお知らせ・こぼれ話

今月のテーマ「自分にキャッチフレーズつけてみたら」

今月の新作
大人気のちりめんヘアゴムに新作登場
ちりめんヘアゴムりぼん　1個\500 箕輪おすすめ
ｺｰﾄﾞ33358 これからの季節に必需品
ﾛｯﾄ10、直径約7cm、レーヨン100%、日本製 バックにチャーム代わりに
赤・ピンク2色アソート納品 してみたりしてもかわいいですよ（＾＾）

ヘアゴム小花と一緒に販売すれば

より注目度アップ↓↓

ちりめんヘアゴム小花　1個\300

ｺｰﾄﾞ33266

ﾛｯﾄ10、4柄アソート、日本製

大人気！和紙貼り陶器人形に胸キュンなわんこが登場�
みこ

愛くるしくて

一目惚れして

乗っけたり、

かぶせたり、

しちゃいました

和紙貼陶器人形 和紙貼陶器人形

こま犬（友禅）￥1,300 こいぬ（友禅）￥800

ｺｰﾄ20663 ｺｰﾄ20662

ﾛｯﾄ10、日本製 ﾛｯﾄ10、日本製

約9×5×7.5cm 約6×2.5×5cm

制作者のキモチ�

社長いしかわ

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

日本製

↑ねこチラ見せで渡すのもかわいいですよ（＾＾）

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     

粋粋通信
国・地域資源活用

事業計画認定企業

社員全員がクリエイター。年間新商品355種類企画！取扱い

1,699種類の石川紙業。ひとつひとつ思いがある商品ばかり！

先月紹介した新商品のおすすめです。

営業みのわ
最近のねこブームに刺激を受け、か

ねてよりお客様よりひとこと箋の商

品で新しいものをという声により考

案しました。ポイントは猫型ひとこ

と箋を2つ折りにするとミニ封筒に収

まる事です。

ひとつひとつ手貼りしているので、

ぬくもりのあるわんこです。

一年中飾れます

私が制作しました！



当社取引先600社業界別集計（期間2016年5月～8月）

業界別★夏の売れ筋ベスト３
当社の誇る蓄積したお客様の売れ筋データをご紹介します！
ぜひ、仕入れのご参考にご利用くださいませ！

業界別人気ランキングベスト30を掲載した注文書ご用意しております！
ＨＰよりダウンロードできます。ぜひ、詳しくはＨＰをご覧くださいませ。
数量限定プレゼントサービスもやっています！ぜひこの機会をお見逃しなく（＾＾）

第1位 第2位 第3位

生活雑貨業界

観光物産業界

文具業界

漆器陶器業界

人形呉服業界

花屋業界

ミュージアムショップ業界

季ごころ屋

小紋柄てぬぐい 1枚450

ｺｰﾄﾞ10118 ﾛｯﾄ10
33×90cm、綿100％、日本製

多種類アソート納品

お得な一括サンプル始めました！

次のページをご参照下さいませ。

着物すとらっぷ 1個￥400

ｺｰﾄﾞ12392
ﾛｯﾄ30

長さ10cm

日本製

アソート納品

粋シルク扇子￥1,200

ｺｰﾄﾞ33252
ﾛｯﾄ10

長さ21cm

中国製

粋シルク扇子￥1,200

ｺｰﾄﾞ33252
ﾛｯﾄ10

長さ21cm

中国製

粋シルク扇子￥1,200

ｺｰﾄﾞ33252
ﾛｯﾄ10

長さ21cm

中国製

季ごころ屋

小紋柄てぬぐい 1枚450

ｺｰﾄﾞ10118
ﾛｯﾄ10

和紙べんりマグネット

金魚ちゃん 1個￥400

ｺｰﾄﾞ12693
ﾛｯﾄ10

5.5×4cm

日本製

アソート納品

ちぎり絵色紙￥2,000

ｺｰﾄﾞ5049
ﾛｯﾄ10

24.2×27.2cm

日本製

アソート納品

友禅和紙フォトスタンド￥850

ｺｰﾄﾞ5216
ﾛｯﾄ10

13×17cm

縦横兼用

日本製

アソート納品

友禅六角箱

お手玉セット1個￥1,100

ｺｰﾄﾞ10161
ﾛｯﾄ5

直径10cm

日本製

アソート納品

はりこーシカ招き猫（柄）￥3,500

ｺｰﾄﾞ20554
ﾛｯﾄ1

10×10×12cm

起き上り人形（小）和装新婚1個

￥400

ｺｰﾄﾞ2090
ﾛｯﾄ50

高さ5cm、アソート

日本製

友禅和紙フォトスタンド￥850

ｺｰﾄﾞ5216
ﾛｯﾄ10

13×17cm

縦横兼用

日本製

アソート納品

季ごころ屋ガーゼたおる￥700

ｺｰﾄﾞ10116
ﾛｯﾄ10

34×80cm

綿100％、

14柄アソート

日本製

紙風船金魚（小）3枚入￥400

ｺｰﾄﾞ6026
ﾛｯﾄ12

直径15cm

ちりめんお手玉金魚1個￥500

ｺｰﾄﾞ12384
ﾛｯﾄ30

3色アソート

日本製

ちぎり絵タペストリー

（小）あじさい￥1,500

ｺｰﾄﾞ11240
ﾛｯﾄ10

約15×40cm、日本製

ちぎり絵小色紙七夕 ￥800

ｺｰﾄﾞ5177
ﾛｯﾄ10

13.5×12cm

小色紙スタンド付

動物おりがみアソート￥500

ｺｰﾄﾞ1204

ﾛｯﾄ10

17.8×17.8cm

12種類アソート

当社自慢のデータを活用し

て売り上げアップ

人気のてぬぐいは一括サン

プルやります！



数量限定ですので、お早めに(＾◇＾)

5月2３日（火）スタート！石川紙業の注文書を使うと「和紙タンス」限定プレゼント！
下記の注文書フォームをつかって注文いただいたお客様に、

「和紙タンス」をプレゼントさせて頂きます！！
注文書はHPよりダウンロードできます。
ぜひ、この機会にHPもご覧くださいませ！
無くなり次第終了とさせて頂きます事ご了承下さいませ。 営業さとう

カタログ注文書フォーム
粋粋通信注文書フォーム　
業界別人気ベスト３０注文書　

小紋柄てぬぐい一括サンプルおすすめします！

小紋柄てぬぐいオリジナルラベルいかがですか

営業さとう

てぬぐいのオリジナルラベル以外でもたくさん制作してます！

ＯＥＭオリジナル製作のおすすめ！

営業たうち

業界別人気ランキングで上位を占める「小紋柄てぬぐい」の一括

サンプルを行います！送料無料、貸出期間1カ月間。「一括サン

プル」は石川紙業自慢のサービスです！限定数のサービスですの

で、お早めに申込ください。

ロット300～、オリジナルラベルで販売できます！

通常卸し価格です！ラベルデザイン代1,000円のみ！

すぐ売れます！夏おすすめのオリジナル商品です！

デザイン決定後は、スピーディーに出荷可能ですよ！

お店の雰囲気にあったラベルでますます売り上げアップ！

写真のお客様も毎年リピート注文頂き、大変ご好評いただいて

おります。おすすめですよ。

石川紙業はこんなことができます！こちらは和紙ころころオリジナル！ヤクルト

球団様のオーダーで、大人気の和紙ころころで『つば九郎』製作しました。起き

上りで、七転八起、不屈の球団にふさわしい商品ができました！

石川紙業はオリジナル製作が得意！和紙ころころで、様々なゆるキャラ、動物の

オリジナル製作をしています！

デザイン代１万円～、ロット３００～とお値打ちです。

お問合せは、営業部まで一本電話ください！

小紋柄一括サンプル

内容：10柄各3枚づつセット 計30枚

期間：サンプル貸出期間 1カ月間

サービス：送料無料。

↓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
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。

この時期にぴったりの

青柄タンスをぜひ、

ゲットして販促にご利用く

ださいませ！

私が担当しました

いろんなころころ

オリジナル受けてます

おすすめですよ



社長いしかわ お客様手作り体験アルバム

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     2017.5.20

お客様手作り体験作品

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

営業みのわ

中止商品のご連絡 友禅和紙陶器こけし 和紙しおり文香

右の商品がこの度生産中止となります。 おみくじ付　￥650 切り絵　￥300

ご愛顧頂きまして、ありがとうございました。 20362 11140

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。

出展小間番号：東３ホールE66-41

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     

ＧＷも開店、早くも１年が過ぎました。皆様売上データファイルお作りですか？

一年間コツコツと売上エクセル表を作ってまいりました。

一日途中で「今日いくらかな？」のカンの計算と、実際の精算とちがう！って経験ありま

せんか？ＧＷは不作かなぁと感じたのですが、前述の売上データファイルで昨年売上

をみると伸びている～♪ 昔の覚えと記録はズレがありますから、簡単な記録でもおつ

くりになることおすすめです！

その点、当社は各業界の売れ筋データがあり、お客様におすすめしています。

ぜひ売れ筋、人気ランキング、ご参考にして売上を伸ばしてください！

営業部に電話一本ですよ！0575-33-0228

お客様に

喜んで頂いてます



自分にキャッチフレーズつけてみたら

生産しみず

ミステリーハンター
社長いしかわ

出荷まつやま

営業さとう 営業たうち

今月からの新コーナー

輝いている石川紙業社員が輝いてる社員を紹介するコーナーです！

ストレートなダジャレ（＾＾；）ですが、よりお客様の身近に感じて頂き会社の雰囲気が

伝われば嬉しいです！今回は、営業部統括の田内を出荷部リーダー松山が紹介しまーす

今月のお便り：営業部たうち 出荷部リーダー松山

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     

皆さん、こんにちは。

営業統括を担当している常務の田内です。

日頃より当社の商品をご愛顧頂きまして誠にありがとうご

ざいます。深く感謝とお礼申し上げます。

さて今回は私から皆さんに耳より情報として、今当社が

全社員一丸となって取り組んでいる干支（戌）商品企画か

ら、和紙貼り陶器人形についてご紹介させて頂きます。

例年、迎春用の置き物として、ちりめんや張子の商品をメ

インにご提案させて頂いておりましたが、昨年これに加え

新しいラインナップとして和紙貼り陶器人形を発表させて

頂きました。

それはそれは皆さんにたいへんご好評を頂き、多くの皆さ

んにとても喜んで頂いた次第です。今年はさらにアイテム

を増やし、よりﾊﾞｰｼﾞｮﾝアップした内容になっております。来

月にはすべての商品を発表できる予定で進めていますの

で乞うご期待下さい。

まず今月は年間定番として販売していく予定の２アイテム

だけをご紹介させて頂きます。

とても魅力的な商品に仕上がっていますので、ぜひご販売

のご検討のほど どうぞよろしくお願い申し上げます。

社員が

shine紹介

営業みのわ

生産ふるた



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

2017年　粋粋通信6月号　NO391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 この他のご注文どしどしおまちしてます！

33358 ちりめんヘアゴム　りぼん ¥500 ↓下記にご記入下さいませ

33266 ちりめんヘアゴム小花 ¥300

20663 和紙貼り陶器人形こま犬(友禅) ¥1,300

20662 和紙貼り陶器人形こいぬ(友禅) ¥800

9729 ひとこと箋ねこ ¥400

2ページ 業界別★夏の売れ筋ベスト３

10118 季ごころ屋　小紋柄てぬぐい ¥450

12392 着物すとらっぷ ¥400

33252 粋シルク扇子 ¥1,200

1099 動物おりがみ　かに ¥500

1298 動物おりがみ　かめ ¥500

1299 動物おりがみ　白鳥 ¥500

1300 動物おりがみ　ちょう ¥500

1100 動物おりがみ　かたつむり ¥500

1105 動物おりがみ　さかな（ｴﾝｾﾞﾙﾌｨｯｼｭ） ¥500

1106 動物おりがみ　くじゃく ¥500

1301 動物おりがみ　ねこ ¥500

1101 動物おりがみ　にわとり ¥500

1302 動物おりがみ　うさぎ ¥500

1303 動物おりがみ　くじら ¥500

1304 動物おりがみ　こあら ¥500

12693 和紙べんりマグネット金魚ちゃん ¥400

5049 ちぎり絵色紙　あじさい ¥2,000

5216 友禅和紙フォトスタンド ¥850

10161 友禅六角箱お手玉ｾｯﾄ ¥1,100

20554 はりこ―シカ招き猫(柄) ¥3,500

2090 起き上り人形（小）和装新婚 ¥400

10116 季ごころ屋　ガーゼたおる ¥700

6026 紙風船　金魚（小）３枚入 ¥400

12384 ちりめんお手玉金魚 ¥500

11240 ちぎり絵タペストリー(小）あじさい ¥1,500

5177 ちぎり絵小色紙　七夕 ¥800

↓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

2018年干支戌サンプル一括サンプル希望

和紙タンスプレゼント

小紋柄てぬぐい一括サンプル

貴社名

電話番号

希望納期


