
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！干支戌飾り1番人気をご紹介

3.4P　 お便り・お知らせ

2017年　10月号  NO.395 5.6.7P　 この時期のおすすめ商品

今月のテーマ「こだわりのゲンかつぎ」

今月の新作
今、再び注目の御朱印帳を

石川紙業㈱らしい華やかな

友禅和紙で作りました

友禅和紙御朱印帳（大）　\1,500
7122 ﾛｯﾄ10

18×12㎝、ジャバラ､46P

日本製

大人気てぬぐいにかわいい「わんこ」柄登場

季ごころ屋
小紋柄てぬぐい　\450
10118

ﾛｯﾄ10

33×90cm､全47種類

和雑貨カタログをご参照下さいませ

NO.63わんこ

2018年新作おひなさまカタログできました！
今年もちりめんや和紙の個性豊かでバラエティに富んだ新作おひなさま盛り沢山！

ぜひ、ご覧下さいませ（＾＾）

豊かな日本の心をプレゼント
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粋粋通信 国・地域資源活用

事業計画認定企業

オリジナルラベルも承っております。

お店にあったラベルで販売されると

より注目度アップしますよ

タンスに収納できる

かわいいおひなさま

ちりめんおひなさま

和紙タンス入￥3,700

20729 ﾛｯﾄ1

１１×17×19㎝、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207297

明るい着物のボリュームあるおひなさまです

ちりめんお手玉福びな（大）1個¥800

おびな20736 めびな20737

ﾛｯﾄ30、高さ約8㎝、日本製
おびなﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207365

めびなﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207372

昨年大ヒットした巾着おひなさまの

ねこバージョン

ちりめんお手玉
巾着ねこびな 1個￥800

おびな20740 めびな20741

ﾛｯﾄ30、高さ約7㎝、日本製

おびなﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207402



石川紙業㈱干支戌一括サンプルアンケートより

業界別！干支戌飾り1番人気をご紹介

歴史のある石川紙業の迎春干支戌・季節商品は、こんな利点があります！
１．よく売れる！迎春干支戌は通常商品の３倍売れます!!

２．送料がかからない！和雑貨1,600種類を一緒に仕入てまとめれます！
３．いつも売り場が元気！迎春干支戌シーズン後は、石川紙業のおひなさまをどうぞ！

業種別 ｺｰﾄﾞ 品名 理由（お客様の声）

生活雑貨小売 20696
干支張子（戌）首振り幸福戌
シリーズ

・戌らしい置物で、ｻｲｽﾞ感が割りに手頃な為。
・毎年人気が高い！
・固定客がついているため。
・毎年首振りが良く売れる。全サイズを発注する

手芸・ホビー小売 20701
干支張子（戌）首振り福まろ
シリーズ

・かわいくてしかも首振り！好評です！
・価格も手頃でかわいらしい。

人形小売 20714 干支張子（戌）わんこーシカ

・招き猫タイプもよく売れ、三色がいい！
・価格が手頃。
・かわいらしく、よく出来た面白い商品と思いま
す。

観光物産小売
(干支戌）和紙ころころ犬
シリーズ

・いつも店に置いてあるころころシリーズが常に売
れているから。
・愛嬌のある顔をしています。
・ころころ酉が大人気でしたので

一般ミュージアムショップ 20673
和紙貼り陶器人形こいぬシ
リーズ

・とてもかわいかったので

文具書店小売 20668 和紙貼り陶器人形親子戌
・定番の首振りを減らし、新しい和紙貼り陶器に
挑戦します！

和紙関係小売/紙のミュージ
アムショップ

20669
和紙貼り陶器人形こま犬友
禅屏風付

・戌の顔が可愛らしい。

↓干支戌カタログPDFダウンロードはコチラ
http://www.ishikawa-shigyo.com/lsc/lsc-upfile/catalog/00/81/81_1_file.pdf

干支戌一括サンプルアンケートご回答をいただき、ありがとうございました。

アンケート結果は、石川紙業ＨＰ最新情報にて発表します！ぜひご覧ください。

今回はそのなかから、各業界別のNO.1人気をご紹介します！

ご購入に迷われているお客様はぜひ、仕入れのご参考にして頂きますように！



2018年新作おひなさまサンプル希望募集中です！ 

10月20日おひなさま一括サンプルを予定！
毎回大変ご好評頂いております石川紙業オンリーワンのサービスです！
ぜひ、一度お試しを（＾＾）

完売のお知らせ
右の品が大好評につき完売いたしました。
ありがとうございました！

価格改定のお知らせ

群こま3.5寸　￥1,050 群こま2.5寸　￥800
6007 ﾛｯﾄ10 6008 ﾛｯﾄ10

直径10.5×10.5cm、日本製 直径7.5×10cm、日本製

rooms EXPERIENCE・ギフトショーのお礼
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！！
和紙貼陶器・干支戌飾りなど新作も大変ご好評頂きました。
これを励みにますますお客様に
喜んで頂ける品をどんどん製作していきます！
今後ともどうぞ、よろしくお願い申し上げます

↓美濃和紙新ブランド「白shira」、和紙貼り陶器人形カタログPDFダウンロードはコチラ
http://www.ishikawa-shigyo.com/lsc/lsc-upfile/catalog/00/80/80_1_file.pdf

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     

写真より実物の方がずっとかわいいですよ！

売れ筋間違いなしの新作たちです。

ご希望のお客様は添付の注文書の

「おひなさまサンプル希望」欄にチェックを

入れてFAX下さいませ！

干支張子（戌）じゃれ戌￥1,100

ｺｰﾄﾞ20688

干支張子（戌）

かご入りでんでん戌

￥1,300

ｺｰﾄﾞ20689

￥1,100 ￥900

右の品が

10月1日より価格改定となります。



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     2017.9.20

男子に魅せる美濃和紙雑貨手作り体験として、和紙ころころに挑戦してみました～！
今までオレの和紙皿づくり、和紙しおりで人気の男の手作り体験シリーズ。
↓↓ショップＨＰで見れます。ぜひご覧ください。
http://www.ishikawa-shigyo.com/news/detail_561.html
実際にやってみて、ものすご～くおもしろい！どなたも自由にアレンジでき
最後までわくわくドキドキ！
『お気に入りの場所に飾って、毎日ながめて楽しむ手作り体験』なるほど！

見本通りに作るとこうなりますが・・
手作り体験でこんなふうになりました→

こだわりのゲンかつぎ
ゲンカツギ ほどではないですが 天然のアロマオイルを嗅いでます！

とくに、ユーカリがパワーでます！

生産ふるた

営業さとう 営業みのわ

特にこだわりはありません！ 一年間の行事をする事です。

日々感謝の気持ちを持つ！！ お正月、節分、春分、子供の日、など年中行事を

する事で家族が何事もなく日々を過ごせるようにと

生産しみず 私のげんかつぎになっています。

高校受験の時、母の作ったカツの弁当が

胃に重く、試験に集中できなくてホント困りました。 宝くじを買うときなどは大安吉日か、

合格できたけど、以来根拠のないことは 大当たりがよく出ている店を選んで

あまり信用していません。 購入することが多いかな。 営業たうち

出荷まつやま

試合に挑む時には、必ず靴下は左から、靴は左から履きます。

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、生産部三輪を生産部加藤が紹介しまーす

今月のお便り：生産部三輪 生産部加藤

←三輪作
ころころハロウィン

社員が

shine紹介



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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こちらは大阪名物「くいだおれ太郎」の和紙ころころオリジナ

ル制作完成品！ご依頼をいただき完成です。「くいだおれ太

郎」といえばだれもが愛する大阪名物のゆるキャラ。丸メガ

ネがかわいい～！地域名物×美濃和紙の新しいお土産誕

生です！国内はもちろんインバウンドにも人気まちがいなし

～

『岐阜の伝統工芸「美濃和紙」を使って、起き上りこぼしにな

りましてん。ころころころころ転がりますねん。』製品ラベルよ

り

その地元で愛されるゆるキャラで美濃和紙人形オリジナル

制作は、地域限定の観光お土産販売におすすめです。

石川紙業は数々のゆるキャラ、企業キャラクターのゆるキャ

ラグッズにオリジナル制作した実績があり！

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！

茶 白 黒

ミニ福の神 手招喜犬 1個400円

ｺｰﾄﾞ20632 ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ高さ6cm

石川紙業の商品は人生に一生懸命な方をいつも応援しています。家事に、育児に、家庭に、仕事に邁進する女性が

「かわいい~！」とほっこり。もちろん男性も・・。石川紙業の商品が癒し、元気をプレゼントし、心からの笑顔を生み出す。

皆様を応援することを大切にしています。

企画する、生産する石川紙業の皆さんもそんな女性のみなさん。家庭や仕事にいつも一生懸命に取り組んでいます。

石川紙業は、人生に一生懸命な皆様を心から応援しています。

「ミニ福の神 手招喜犬」のお客様からいただいたエピソードです。

私の妻は犬が大好きです。

今から5年ほど前までの40年間に4匹の犬を飼い、

その内の柴犬は、19年間の長生きでした。

犬が大好きな妻に「ミニ福の神 手招喜犬」プレゼントします。

オリジナル加工はデザイン代１万円～、ロット３００～です。

サイズ 玉子型人形 高さ6.5ｃｍ 丸型人形 高さ5ｃｍ 納期はデザイン決定後約一ヶ月です。

ぜひお問合せください！どんなゆるキャラ、企業キャラクターもゆるキャラグッズオリジナル制作できます

よ！



いつもの売り場をガラっとイメチェン（＾＾）

ー2017年セレクト秋柄雑貨ー
大変ご好評頂いております！ぜひ、お試しを
通常できない柄指定が、セレクト柄雑貨はできます！
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よ。

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

ﾛｯﾄ10

お手紙に添えても素敵ですよ（＾＾）

和紙しおり　１枚￥２００
1132

ﾛｯﾄ30、4.5×12cm、日本製

めがねやリモコン入れにもオススメ

筆立　友禅（丸）　￥500
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（小）　1個￥600
7107 ﾛｯﾄ10

13.5×13.5×2cm、日本製

豊かな日本の心をプレゼント
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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

この柄で

御朱印帳がでたよ



仕入れ忘れはございませんか？

秋のおすすめ

小色紙飾りちりめん 小色紙飾り和紙

仲良し福ろう　\1,000 仲良し福ろう　\1,000 もはや国民的行事です！

20751 20752 和紙ころころハロウィン　\800

ﾛｯﾄ10、13.5×12cm、スタンド付、日本製 ﾛｯﾄ10、13.5×12cm、スタンド付、日本製 20753

ﾛｯﾄ10、直径5×高6cm、日本製

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㎝

和紙のし袋

花しらべ　\300 秋②13427
ﾛｯﾄ10

ちりめんモビール仲良し福ろう　\1,800 ｻｲｽﾞ8.5×17㎝、日本製

20552 ﾛｯﾄ：10　

11×17.5㎝、日本製

秋①13426

豊かな日本の心をプレゼント
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年末おすすめ商品
優しい手描きの招き猫（＾＾）
手描き和紙ころころ招きねこ　1個900円
全5種類、ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ高さ6cm、日本製
　　20620　招き猫 2062１　招き猫招福 　20622招き猫開運笑い　　　20623招き猫招福笑い 20624　招き猫開運大笑い

豊かな日本の心をプレゼント
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わっはっはっ～

和紙ころころ

サンタ￥700

ｺｰﾄﾞ20244 ﾛｯﾄ10
高さ8ｃｍ

日本製

和紙ころころ

雪だるま￥700

ｺｰﾄﾞ20243 ﾛｯﾄ10
高さ8ｃｍ

日本製

和紙ころころ

招福だるま￥700

ｺｰﾄﾞ8894 ﾛｯﾄ10

高さ5ｃｍ

日本製

和紙ころころ

招き猫￥700

ｺｰﾄﾞ8895 ﾛｯﾄ10

高さ6.5ｃｍ

日本製

和紙ころころ

獅子舞￥700

ｺｰﾄﾞ8944 ﾛｯﾄ10

高さ5ｃｍ

日本製

ふっくら招き猫￥￥500

ｺｰﾄﾞ20207 ﾛｯﾄ30
高さ2.5ｃｍ、日本製

ふっくらだるま￥450

ｺｰﾄﾞ20208 ﾛｯﾄ30
高さ2.5ｃｍ、日本製

敷き紙彩りがさね

楊枝付（寿）￥500

ｺｰﾄﾞ4276 ﾛｯﾄ10

19×11ｃｍ、金箔懐紙15枚、染和紙15枚、楊枝3本

日本製

ちりめんお手玉

クリスマスセット¥1,600

ｺｰﾄﾞ20576 ﾛｯﾄ5
直径10×高さ11.5cm、日本製

和紙クリスマス飾り￥1,500

ｺｰﾄﾞ33344 ﾛｯﾄ10
13×11×12cm、日本製

ちりめん開運ねこだるま飾り

￥1,200ｺｰﾄﾞ20582 ﾛｯﾄ10

12×5×10cm、日本製



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

2017年　粋粋通信10月号　NO395注文書
1ページ 今月の新作　 6ページ 2017年セレクト秋柄雑貨 注文数

ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代

7122 友禅和紙御朱印帳（大） ¥1,500 5216 友禅和紙フォトスタンド 縞 ¥850

10118 季ごころ屋　小紋柄てぬぐい・わんこ ¥450 5216 友禅和紙フォトスタンド 蝶 ¥850

20736 ちりめんお手玉福びな（大）おびな ¥800 5216 友禅和紙フォトスタンド 紅葉 ¥850

20737 ちりめんお手玉福びな（大）めびな ¥800 5216 友禅和紙フォトスタンド 秋草 ¥850

20740 ちりめんお手玉巾着ねこびな（おびな） ¥800 7032 筆立　友禅（丸） 縞 ¥500

20741 ちりめんお手玉巾着ねこびな（めびな） ¥800 7032 筆立　友禅（丸） 蝶 ¥500

20729 ちりめんおひなさま和紙タンス入 ¥3,700 7032 筆立　友禅（丸） 紅葉 ¥500

２ページ 業界別干支戌飾り1番人気をご紹介 7032 筆立　友禅（丸） 秋草 ¥500

20696 干支張子（戌）首振り幸福戌1号 ¥1,300 1132 和紙しおり 縞 ¥200

20697 干支張子（戌）首振り幸福戌2号 ¥1,700 1132 和紙しおり 蝶 ¥200

20698 干支張子（戌）首振り幸福戌3号 ¥2,200 1132 和紙しおり 紅葉 ¥200

20699 干支張子（戌）首振り幸福戌4号 ¥3,000 1132 和紙しおり 秋草 ¥200

20700 干支張子（戌）首振り福まろ1号 ¥1,300 7107 和紙トレイ（小） 縞 ¥600

20701 干支張子（戌）首振り福まろ2号 ¥1,700 7107 和紙トレイ（小） 蝶 ¥600

20702 干支張子（戌）首振り福まろ3号 ¥2,200 7107 和紙トレイ（小） 紅葉 ¥600

20703 干支張子（戌）首振り福まろ4号 ¥3,000 7107 和紙トレイ（小） 秋草 ¥600

20714 干支張子（戌）わんこーシカ ¥3,000 10032 おしゃれっこ鏡油取紙付 縞 ¥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 蝶 ¥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 紅葉 ¥750

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

20634 (干支戌）和紙ころころ犬張子 ¥700 7ページ 秋のおすすめ

20625 和紙ころころミニ犬・柴犬 ¥500 20751 小色紙飾りちりめん仲良し福ろう ¥1,000

20205 和紙ころころ柴犬しばいぬ ¥700 20752 小色紙飾り和紙仲良し福ろう ¥1,000

8982 和紙ころころ犬・わんこ ¥700 20753 和紙ころころハロウィン ¥800

20673 和紙貼り陶器人形こいぬ ¥900 8537 和紙ころころふくろう ¥700

20668 和紙貼り陶器人形親子戌 ¥3,000 20504 和紙ころころミニ福ろう ¥500

20669 和紙貼り陶器人形こま犬友禅屏風付 ¥2,500 6145 紙風船　福ふくろう（一枚入） ¥250

３ページ 10月1日より価格改訂 20200 ミニ福の神笑福キツネ ¥400

6007 群こま  ３．５寸 ¥1,050 20201 ミニ福の神ふくろう ¥400

6008 群こま　２．５寸 ¥800 20552 ちりめんモビール仲良し福ろう ¥1,800

5ページ これ見て（＾＾）いつだって「かわいい」に夢中！ 13426 和紙のし袋　花しらべ　秋① ¥300

20632 ミニ福の神手招喜犬 ¥400 13427 和紙のし袋　花しらべ　秋② ¥300

8ページ 秋のおすすめ

↓ご希望のお客様は下記に☑チェックを入れて下さいませ 20620 手描き和紙ころころ招き猫 ¥900

美濃和紙ブランドシール 20621 手描き和紙ころころ招き猫招福 ¥900

2018年干支犬サンプル希望 20622 手描き和紙ころころ招き猫開運笑い ¥900

2018年新作おひなさまサンプル希望 20623 手描き和紙ころころ招き猫招福笑い ¥900

20624 手描き和紙ころころ招き猫開運大笑い ¥900

20244 和紙ころころサンタ ¥700

20243 和紙ころころ雪だるま ¥700

貴社名 8894 和紙ころころ招福だるま ¥700

8895 和紙ころころ招き猫 ¥700

8944 和紙ころころ獅子舞 ¥700

電話番号 20207 ふっくら招き猫 ¥500

20208 ふっくらだるま ¥450

希望納期 4276 敷き紙　彩りがさね　楊枝付(寿） ¥500

33344 和紙クリスマス飾り ¥1,500

20576 ちりめんお手玉クリスマスセット ¥1,600

20582 ちりめん開運ねこだるま飾り ¥1,200


