
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

２～３P　秋のおすすめ

４～５P　お手紙・こぼれ話・お知らせ

2017年　8月号  NO.393 ６～７P　2018年干支戌・製作者のキモチ

今月のテーマ「信じられない話」   ８P　これ見て(＾◇＾)！いつだって「かわいい」に夢中！

今月の新作　ー2017年セレクト秋柄雑貨ー
昨年よりご好評頂いておりますセレクト柄の2017年版秋柄雑貨を作成しました！

通常できない柄指定が、セレクト柄雑貨はできるので柄を統一することで

売り場の雰囲気やテーマを絞れて、お客様の注文度もアップします。

今回は５アイテムを用意しました。ぜひ、お試しを（＾＾）

友禅和紙フォトスタンド　￥850
5216

ﾛｯﾄ10、13×17cm、縦横兼用、日本製

お手紙に添えても素敵ですよ（＾＾）

和紙しおり　１枚￥２００
めがねやリモコン入れにもオススメ 1132

筆立　友禅（丸）　￥500 ﾛｯﾄ20、4.5×12cm、日本製

7032

ﾛｯﾄ20、直径8×12㎝、日本製 海外のお客様にも人気です

おしゃれっ子鏡
油取紙付　1個￥750
10032 ﾛｯﾄ25

7×10cm、脂取り紙と鏡付、日本製

アクセサリーやキーを置いたり

お菓子受けなどあると便利

和紙トレイ　1個￥600
7107 ﾛｯﾄ10

13.5×13.5×2cm、日本製
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粋粋通信 国・地域資源活用

事業計画認定企業

秋草
昨年一番人気のシックで

高級感のある柄

縞
大正ロマン風

で大人の女性

にぴったり

蝶
夏の名残を思

わせる上品な

柄です

紅葉
さりげない青海

波の文様が紅

葉を引き立たせ

てる豪華な柄



秋のおすすめ
和紙ころころ 目力強いよ

七転八起！ ミニ福ろう　\500 紙風船福ふくろう

福ろう界のスーパースター 20504 (一枚入)　￥250

和紙ころころ ﾛｯﾄ20、ｻｲｽﾞ高さ4cm、日本製 6145
ふくろう　\700 ロット12、直径21㎝

8537

ﾛｯﾄ10、直径5㎝、日本製

ミニ福の神　1個￥400

20200笑福キツネ、20201ふくろう
ﾛｯﾄ１０、高さ約5㎝

ちりめんモビール仲良し福ろう　\1,800

20552 ﾛｯﾄ：10　

11×17.5㎝、日本製

和紙のし袋
花しらべ　\300
ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ8.5×17㎝、日本製

ちぎり絵タペストリー（小）　1個\1,500
11261福ろう、11243お月見、11242紅葉
ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ15×40㎝、日本製

秋①13426 秋②13427 敬老てぬぐいギフトセット　1個￥850

おじいちゃん12183、おばあちゃん12184
ﾛｯﾄ10、てぬぐい33×90㎝、綿100％、日本製

藍染めお手玉 藍染めお手玉

おじいちゃん　\400 おばあちゃん　\400

12181 ﾛｯﾄ30 12182 ﾛｯﾄ30

直径5×4㎝、日本製 直径5×4㎝、日本製
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秋のおすすめ

¥1,600 ¥1,300 ¥1,800

20519 ﾛｯﾄ： 10 20521 ﾛｯﾄ： 10 20517 ﾛｯﾄ： 10
約17×13×8㎝、日本製 約19×13×11.5㎝、日本製 14.5×11.5×8.5㎝、日本製
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和紙ころころうさぎ台・屏風付
ちりめんお手玉うさぎ
台・屏風付 ふっくらうさぎドームケース入

←紅白まんじゅう
みたいでしょ（＾＾）

ちぎり絵小色紙お月見 ¥800

5178 ﾛｯﾄ10

13.5×12㎝、スタンド付、日本製

ちりめんお手玉

ふっくらうさぎ 1個¥500

12670 ﾛｯﾄ30

直径5×高さ4㎝

赤・白アソート、日本製

ちりめんお手玉花うさぎ 1個¥500

12386 ﾛｯﾄ30

直径5×高さ6㎝

多色アソート、日本製

敷き紙 もみじ ￥450

4095 ﾛｯﾄ10

直径10㎝、4色×5枚、日本製

敷き紙楊枝セット(もみじ) ￥500

4196 ﾛｯﾄ10

直径10㎝、4色各5枚、楊枝3本、日本製

和紙べんりマグネット仲良し

うさぎ（2個セット） ￥500

20550 ﾛｯﾄ10

直径3㎝、日本製

和紙ころころ

ミニうさぎ ￥500

20548 ﾛｯﾄ20

3.5×3.5×5cm

日本製

和紙ころころうさぎ ￥700

8354 ﾛｯﾄ10

高さ７㎝、アソート、日本製

ちりめんお手玉うさぎ 1個¥550

2388 ﾛｯﾄ30

高さ7㎝

3色アソート、日本製



社長いしかわ
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     2017.7.20

信じられない話
それは鉄腕ダッシュに美濃市が出ている頃の出来事です。

先週から窓の網戸にくっついてる虫を食べに夜な夜なやってくる

やもりちゃんが今夜もやってきたわーと見たその瞬間、下から

こげ茶の猫が昇ってきて「パクリ」そのまま消えていきました・・・
営業さとう 生産ふるた これぞまさに「弱肉強食」の世界。リアルな場面が未だ脳裏に

先日、妻の実家に行ったら、 やきついています

庭で捕まえたという野うさぎを

飼っていました… 出荷まつやま

触り心地良かったです^^ 見ちゃいました�中学生の時、みんなで泊まった野外学習

誰もいないのに揺れるカーテン

白い服を着た髪の毛の長い女の人が部屋に・・
生産しみず うわさ話やその時の雰囲気で見えてしまうんですよね～

物質は一次元のひもでできてるとか、 営業たうち

宇宙はシャボン玉のような膜ででき 信じられないというと選挙結果ですかね。

てるとか、最近の科学は信じられない イギリスのＥＵ離脱、アメリカのトランプ大統領の当選、

・・・すごすきる。 東京都知事選の自民党大敗、今の情報社会は本当に恐ろしいと思います。

社長いしかわ 私はいつの頃からか雨女になってしまいました。今までも営業に出かけたとき、

小５の夏ひとだまを見た。 ワイパーが効かないほどの大雨にみまわれたり、猛吹雪になったり、ひょうが

たしかにあれは、ひとだまだった・・ 降ることもありました。それまでとても良いお天気でも出掛けようとすると黒い

雲がたちこめ急に降りだす事もしばしば…

営業みのわ 〓なのでいつも雨対策はかかせなくなりました。

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、生産部長屋を営業部佐藤が紹介しまーす

今月のお便り：生産部長屋 営業部さとう
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社員が

shine紹介

前号で紹介を受けた、〝無茶ぶり請負人”

佐藤です（笑）今回は、佐藤が生産部長屋さん

を紹介します。

長屋さんは明るく、元気、笑顔が良く似合う女性

です。仕事面では手先が器用で、発想力がとて

も豊か！立体的デザインをお願いしたころころ

武将シリーズなど、彼女の力なしでは実現出来

ませんでした。

スピーディ且つ丁寧に、要望以上のものに仕上

げてくれます！その仕事ぶりは、ころころOEMで

実感できます！

OEM随時受付中なので、仕事人長屋さんの技

術、ぜひお試しあれ♪

国内旅行者にはもちろんのこと、日本文化・美濃和紙をつかった手作り体験は、

日本文化を楽しむ国際交流イベントに喜ばれています。今週末に来てくださった

フランス大学生の皆様で、１８か国の海外のお客様にご訪問いただきました！

組立キットも販売していますので、お客様で手作り体験を開設したい方は、ぜひ

お問合せください。



ご来訪ありがとうございました！！　　　

出展のお知らせ

小紋柄てぬぐい一括サンプルおすすめします！

OEM・オリジナル制作・記念品・ノベルティ製作が得意な石川紙業におまかせください！

ＯＥＭオリジナル製作のおすすめ！
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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。

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。

営業みのわ

キャンペーン最終月となります。

夏休み・お盆で、てぬぐいの需要が圧倒的に増える

季節、多めの商品のお手当をおすすめします。

こちらが山梨県で愛されている動物「やま

ね」の和紙ころころオリジナル制作完成

品！やわらかい表情まんまるお目めがか

わいい！ニホンヤマネは、体長約8cm・体

重18gほどの小さな哺乳類。甘いものが大

好きな小さな生き物です。かわいいです

ね！（出展元：やまねミュージアム）

皆様の愛するご当地動物キャラを、ぜひご

当地限定お土産にオリジナル制作し販売

してみてください。おすすめです！

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。

沢山のお客様にご来訪頂き、ありがとうございました！

今年も盛り沢山の干支商品を発表しました。ドキドキでしたが、

大変ご好評頂き嬉しい限りです！

当日発表した商品カタログを下記ブログからご覧いただけます。

国際雑貨ＥＸＰＯ発表カタログはこちら

2019年新作おひなさまを出品

致します！皆様のお越しを心

よりお待ちしております



2018年干支戌

制作者のキモチ❤

生産しみず

かわいいけど

存在感のある犬に

仕上げました

（干支戌）

ちりめん開運福犬￥900

20643
ﾛｯﾄ30

8×3.5×5ｃｍ

日本製

（干支戌）和紙ころころ

招き犬 ￥700

20649
ﾛｯﾄ10、高さ6.5cm、日本製

（干支戌）手描き和紙

ころころ犬 ￥900

20651
ﾛｯﾄ10、高さ6cm、日本製

（干支戌）

和紙ころころ

だるま犬 ￥800

20650
ﾛｯﾄ10

高さ6cm、日本製

和紙ころころミニ

しばいぬ ￥500

20625 ﾛｯﾄ20

ｻｲｽﾞ高さ4cm

日本製 和紙ころころ

しばいぬ ￥700

20205 ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ高さ6cm

日本製

（干支戌）

開運萬福犬(中)￥1,000

20642 ﾛｯﾄ10

10×4×8ｃｍ、日本製

生産みわ

見上げる感じにして

かわいさアップさせました

和紙貼り陶器人形

戌(大)屏風付¥3,000

20667 ﾛｯﾄ5

約20×13×14cm、日本製

和紙貼り陶器人形

こま犬（座布団付)¥1,800

20671 ﾛｯﾄ10

約10×10×8cm、日本製

生産ながや

友禅とは違いちぎり絵で

華やかさをだしました。

まゆ毛がなんともいえな

いかわいらしさを出して

います。

生産はたの

梅の花のちぎり絵がとても

勢い良く元気な犬になり

屏風セットで華やかに

仕上がりました

生産はたの

縁起物として

福を呼ぶように

思いを込めて

作りました

生産ながや

だるまとわんこの

コラボで福を招く事

間違いなし！

生産みわ

通常のころころと

親子で飾れるように

作りました

←生産ながや

職人さんが手描きで仕上げているので、

ひとつひとつ表情が若干違いますが粋粋してま

すよ

石川紙業株式会社
TEL 0575-33-0228
FAX0575-35-1363

豊かな日本の心をプレゼント



2018年干支戌

制作者のキモチ❤

夏季休暇のご連絡
下記の日程でお盆休みを頂きます。よろしくお願い申し上げます。

8月11日（金）～8月16日（水）
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（干支戌）

ちりめん開運

あっぱれ犬￥1,200

20645 ﾛｯﾄ20

10×4×8.5ｃｍ

日本製

（干支戌）

開運根付戌

羽子板￥550

20636
ﾛｯﾄ30

長さ15cm

日本製

（干支戌）開運根付戌

福ひょうたんピンク￥550

20638
ﾛｯﾄ30

（干支戌）

開運根付戌

張子犬￥600

20640
ﾛｯﾄ30

長さ15cm

日本製

（干支戌）開運根付戌

絵馬￥550

20637
ﾛｯﾄ30、長さ12cm、日本製

（干支戌）開運根付戌

福ひょうたん黄￥550

20639
ﾛｯﾄ30、長さ12cm、日本製

（干支戌）開運あっぱれ犬

屏風付￥1,700

20658
ﾛｯﾄ10

（干支戌）だるま犬張子

笑福屏風付￥1,400

20659
ﾛｯﾄ10

13×12×8.2cm、日本製

(干支戌）ちりめんお手玉

戌茶￥500

20690 ﾛｯﾄ30

直径5×6ｃｍ、日本製

営業さとう

つぶらな瞳がとっても

キュート！戌年が終わっても

かわいがってもらえるような

デザインにしました。

玄関やテレビ前、デスク等

に飾って下さい♪

出荷みなみ

柴犬のお鼻がぽっこりでて

いるところにこだわりました。

にっこり顔をみて皆様にも笑

顔になっていただけたら嬉し

いです。

セットで飾るとよりかわいい

生産かとう

犬の上に竹籠かぶせ

笑いと福がきますように！

営業みのわ

根付はここ数年担当してます

毎年一番人気は福ひょうたんなので、今年は2種類制作しました！

絵馬・羽子板も根強い人気ですよ。ダークホースは張子犬。

お盆休みの売り損じがないように

お早めのお手当をお勧めします



中止商品のご連絡
右の商品がこの度生産中止となります。

ご愛顧頂きまして、ありがとうございました。

これ見て(＾◇＾)！

いつだって「かわいい」に夢中！

石川紙業㈱のかわいい和モノが大好きで

より「かわいい」を追求し続けて

いるヒトや現場をご紹介します！

歴史マニア武将好き山城ファンの佐藤

が 先日関ケ原のイベントで和紙ころこ

ろ武将シリーズ の販売をしてまいりま

した！

当日ご購入いただいたお客様が

「和紙ころころ武将シリーズ」で玄関

飾りに関ケ原合戦場を再現した写真を

インスタグラムに掲載して下さいまし

た！かっこいい～し、かわいい！今だ

かつてこんなほのぼのした戦場シーン

があっただろうか・・

関ケ原マークがかっこいい当社の金屏

風もご注目！下地に桜模様のマットも

武将萌えしていいです～！社員一同感

激いたしました。

↑西脇康世関ケ原町長に「和紙ころころ武将シリーズ」絶賛いただきまし

た！現在関ケ原役場に飾っていただいています！京都府大山崎町と天下分

け目のネット合戦かっこよかったです！

OEMのころころです→

石川紙業株式会社
TEL 0575-33-0228
FAX0575-35-1363

豊かな日本の心をプレゼント



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

2017年　粋粋通信8月号　NO393注文書
1ページ 今月の新作　 ３ページ 秋のおすすめ

ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 注文数 ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 注文数

5216 友禅和紙フォトスタンド 縞 ¥850 20519 和紙ころころうさぎ台・屏風付 ¥1,600

5216 友禅和紙フォトスタンド 蝶 ¥850 20521 ちりめんお手玉うさぎ台・屏風付 ¥1,300

5216 友禅和紙フォトスタンド 紅葉 ¥850 20517 ふっくらうさぎドームケース入 ¥1,800

5216 友禅和紙フォトスタンド 秋草 ¥850 5178 ちぎり絵小色紙　お月見 ¥800

7032 筆立　友禅（丸） 縞 ¥500 4196 敷き紙楊枝セット（もみじ） ¥500

7032 筆立　友禅（丸） 蝶 ¥500 4095 敷き紙　もみじ ¥450

7032 筆立　友禅（丸） 紅葉 ¥500 2388 ちりめんお手玉　うさぎ ¥550

7032 筆立　友禅（丸） 秋草 ¥500 12670 ちりめんお手玉ふっくらうさぎ ¥500

1132 和紙しおり 縞 ¥200 8354 和紙ころころうさぎ ¥700

1132 和紙しおり 蝶 ¥200 20548 和紙ころころミニうさぎ ¥500

1132 和紙しおり 紅葉 ¥200 20550 べんりマグネットうさぎ(２個ｾｯﾄ） ¥500

1132 和紙しおり 秋草 ¥200 12386 ちりめんお手玉花うさぎ ¥500

7107 和紙トレイ（小） 縞 ¥600 6ページ 製作者のキモチ❤

7107 和紙トレイ（小） 蝶 ¥600 20642 (干支戌）開運萬福犬（中） ¥1,000

7107 和紙トレイ（小） 紅葉 ¥600 20643 (干支戌）ちりめん開運福犬 ¥900

7107 和紙トレイ（小） 秋草 ¥600 20667 和紙貼り陶器人形戌(大)屏風付 ¥3,000

10032 おしゃれっこ鏡油取紙付 縞 ¥750 20671 和紙貼り陶器人形こま犬（座布団付) ¥1,800

10032 おしゃれっこ鏡油取紙付 蝶 ¥750 20649 (干支戌）和紙ころころ招き犬 ¥700

10032 おしゃれっこ鏡油取紙付 紅葉 ¥750 20651 (干支戌）手描き和紙ころころ犬 ¥900

10032 おしゃれっこ鏡油取紙付 秋草 ¥750 20650 (干支戌）和紙ころころだるま犬 ¥800

2ページ 秋のおすすめ 20625 和紙ころころミニ犬・柴犬 ¥500

8537 和紙ころころふくろう ¥700 20205 和紙ころころ柴犬しばいぬ ¥700

20504 和紙ころころミニ福ろう ¥500 7ページ 製作者のキモチ❤

6145 紙風船　福ふくろう（一枚入） ¥250 20690 (干支戌）ちりめんお手玉戌　茶 ¥500

20200 ミニ福の神笑福キツネ ¥400 20645 (干支戌）ちりめん開運あっぱれ犬 ¥1,200

20201 ミニ福の神ふくろう ¥400 20659 (干支戌）だるま犬張子笑福屏風付 ¥1,400

20552 ちりめんモビール仲良し福ろう ¥1,800 20658 (干支戌）開運あっぱれ犬屏風付 ¥1,700

13426 和紙のし袋　花しらべ　秋① ¥300 20636 (干支戌）開運根付戌羽子板 ¥550

13427 和紙のし袋　花しらべ　秋② ¥300 20638 (干支戌）開運根付戌福ひょうたんﾋﾟﾝｸ ¥550

11261 ちぎり絵タペストリー(小）福ろう ¥1,500 20640 (干支戌）開運根付戌張子犬 ¥600

11243 ちぎり絵タペストリー(小）お月見 ¥1,500 20637 (干支戌）開運根付戌絵馬 ¥550

11242 ちぎり絵タペストリー(小）紅葉 ¥1,500 20639 (干支戌）開運根付戌福ひょうたん黄 ¥550

12181 藍染めお手玉　おじいちゃん ¥400 8ページ これ見て！いつだって「かわいい」に夢中！

12182 藍染めお手玉　おばあちゃん ¥400 20543 和紙ころころ織田信長 ¥800

12183 敬老てぬぐいギフトセットおじいちゃん ¥800 20544 和紙ころころ豊臣秀吉 ¥800

12184 敬老てぬぐいギフトセットおばあちゃん ¥800 20545 和紙ころころ徳川家康 ¥800

20546 和紙ころころ石田三成 ¥800

貴社名

↓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

電話番号 2018年干支犬サンプル希望

小紋柄てぬぐい一括サンプル

希望納期


