
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　業界別！この時期の売れ筋ランキング

２P　これ見て(＾◇＾)！いつだって「かわいい」に夢中！

3Ｐ　こぼれ話・おたより

2017年　11月号  NO.396 4P　ＯＥＭオリジナル制作のおすすめ！

5P～年末のおすすめ商品

今月のテーマ「おすすめの年越し」

お客様感謝祭！得得商品！
いつも粋粋通信をご愛読いただきまして、ありがとうございます！ 縁起物語ウォールポケットセット
この通信をご覧のお客様だけのお得な商品作りました！ 上代14,500円（税別）

ｺｰﾄﾞ33365　ﾛｯﾄ1
和紙のレターセットに文香をセットしました！ 和紙のし袋3枚入3種各5枚、和紙ポチ袋8種各5枚

文香付き和紙レターセット 縁起物語POP付ウォールポケット1個

ｺｰﾄﾞ33366　ﾛｯﾄ10 ウォールポケットｻｲｽﾞ：62×42cm

通常価格950円のところを、600円で販売致します！

無くなり次第終了となります。どうぞ、この機会をご利用下さいませ。

ご注文は添付の注文書をご利用くださいませ。

みこ

ロングセラー商品です

姉様しおり文香をセットして

この価格は大変お値打ちですよ

海外の方にも喜ばれる事、間違いなし

みのわオススメ
この時期の必需品

仕入れ忘れはございませんか？

レジ周辺がベストポジション

セット内容変更可能です

下記の種類の柄がございます。

和紙のし袋縁起物語　1個\300
全6種、9×18cm、3枚入、上質な中紙入、日本製

　　　13217　　　　　　13218　　　　　　13219　　　　　　13220　　　　　　13316　　　　　　13317　

和紙ポチ袋縁起物語　1個\250
全9種、6.5×10.5cm、3枚入、上質な中紙入、日本製

　13223　　　　　13224　　　　　13225　　　　13226　　　13227　　　　13228　　　　13229　　　　　13230　　　　13313
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業界別！この時期の売れ筋ランキング！！
当社のお客様は多業種に渡り、６５０社様とのお取引があります！

昨年の売上データによりこの時期の売れ筋を業界別でご紹介します！

干支関連商品は勿論ですが、おひなさま商品やてぬぐいがランクイン

しているのにご注目。ぜひ仕入れのご参考にご活用下さいませ（＾＾）

ピンク色の商品名の写真を掲載しています

業種別 順位 ｺｰﾄﾞ 品名

生活雑貨小売店 1 20566 ちりめんお手玉巾着おひなさま

2 10118 季ごころ屋　小紋柄てぬぐい

3 8990 和紙2段飾りうさぎびな

手芸・ホビー小売店 1 10118 季ごころ屋　小紋柄てぬぐい

2 7025 えんぴつ

3 1204 動物おりがみ　アソート

文具店 1 干支懐紙　絵入(1帖)

2 干支懐紙　浮彫(1帖)

3 20487 干支張子（酉）紙音寿

呉服・人形店 1 33266 ちりめんヘアゴム小花

2 8482 和紙2段飾りびな

3 20437 和紙ころころにわとり（酉）

紙製品販売店・ミュー
ジアムショップ

1 13274
和紙ポチ袋　なごみうさぎ　ア
ソート

2 3024 粋 楊枝入

3 2088 押花人形花の子

漆器・陶器関係 1 20484 干支張子（酉）萬福酉

2 20474 干支張子（酉）招福丸（中）

3 13223 和紙ポチ袋　縁起物語　めで鯛

干支商品は添付の注文書では

今年の干支の同ｼﾘｰｽﾞを記載しています



「縁起手ぬぐい」を購入されたお客様からのおたよりと写真！

⼲⽀と手ぬぐいをともに飾って楽しんでま〜す！
楽しい使い⽅紹介をありがとうございました〜！

手ぬぐいをタペストリーにして、⼲⽀飾りと一緒に飾りすてきです！
干支の隣には、和紙タンスも！玄関先に置いてインテリアにもなるし、
実用的に印鑑を入れて、宅急便の応対に助かります・・(^^)/

手ぬぐいはもちろん！全196種類・迎春⼲⽀戌（いぬ）おすすめです！
今年⼲⽀戌手ぬぐいの紹介！がすてきに出来上がりました〜！販売しております！

いろんなタイプの犬がいるのがうれしい

↓よこ型 めでたいものづくし！しかもかわいい！

↓↓↓上記の他にも、タペストリーにしたいかわいく縁起の良いてぬぐいございます↓↓↓

ｙ
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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！

←たて型
タペストリーに

ぴったり

あでやかな新春に
伝統工芸・戌張子
が並ぶ

犬賀新年10193→



おすすめの年越し
独身の頃は夜中に初詣でが恒例で、神社の人混みの中で年末年始を過ごしていました。

最近は毎年、年始に楽をしたくて12/31の夜中までおせちを作っています。

営業みのわ おすすめというか理想はどこかの温泉地でゆったり、まったり除夜の鐘をききながら過ごしたいのですが・・・

もう25年続いているので、たぶん今年も(*_*;

生産ふるた

オーソドックスですが 紅白歌合戦をみて、年越しそばを食べて除夜の鐘聞いて、おめでとう～ことしもよろしく といって 寝る！

ですね!!

社長いしかわ
石川紙業の自慢の干支を飾って、家族でわいわいがやがや食事を囲み、トランプ大会かな～

営業たうち

おすすめの年越しですが、やはり家族水入らずで紅白歌合戦を見て、
年越しそばを家族全員で一緒に食べるのがいいのではないでしょうか。何てったって、昭和の人間ですから。

生産しみず 営業さとう
寒さから逃げて、まったりと南の国で年越し 年越しの瞬間にジャンプ！

・・・・を自分にすすめたい。 今年は家族５人になって初めてなので成功させたいです^^

忙しい毎日の中、大晦日には年越しそばを食べながら時間をゆっくり感じるのはどうでしょうか。

でも実はカウントダウンイベントに行ってみたい気持ちがあり…

出荷まつやま

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、出荷部南を生産部三輪が紹介しまーす

今月のお便り：出荷部みなみ
生産部みわ
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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！

実例その１：オリジナルべんりマグネット

実例その２：友禅和紙しおり
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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。

Jリーグで活躍するFC岐阜様＆名古屋グランパス様と

のコラボが実現！！

イベント販売用につくらせていただきました。

メモをはさめる特別仕様で大好評だったそうです♪

皆様も美濃和紙で出来た手作りのオリジナルマグ

ネットをつくりませんか？

気になったら営業部までご連絡下さいませ～^^

ロット３００～（要相談）

納期はデザイン決定後２週間～

三万人の記念品実績のある美濃和紙しおりが、ツーリズムEXPOジャパン、岐阜県のノベルティ記念

品に選ばれました。made in Japan、一つ一つ手作り石川紙業の和紙しおりは美濃和紙友禅染紙を

使ったこだわりの和紙しおり。美濃和紙を京都で一色一色手刷りしています。ぜひ、御社×岐阜県特

産美濃和紙×京都友禅染で ノベルティをつくりましょう！石川紙業にぜひお問合せください。記念

品、ノベルティ販促品におすすめです！

当社オンリーワンの美濃和紙友禅染紙を使用し、一枚一枚岐阜県美濃市で手作り生産しています！

美濃和紙友禅染紙 和紙しおり サイズ4.5ｘ13.5ｃｍ 上代250円をさらに卸価格で販売。

オリジナル加工は、ロット５００～

１万以上の受注も可能です！

納期一ヶ月。



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

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     2017.10.20
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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

めでたいWで最強開運飾りですよ～

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

10月は美濃和紙あかりアート展でアンテナショップがにぎわいました！もう干支戌

（いぬ）が大人気で売上の中心になりました。やっぱり手作り体験が大人気！二日

間で140人が手作り体験。当社は手作り体験オリジナル企画もできます！ぜひお問

合せください。

写真は23か国目になるオーストラリア留学生ツアー、障がい者就業・生活支援セン

ターツアーの皆様。手作り体験で楽しい輪が広がっています(^^)/



販売終了のお知らせ
下記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！

2018年新作おひなさまサンプル希望募集中です！ 
10月20日頃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（＾＾）

仕入れ忘れございませんか？
先月発売の準新作です。

みこ

美濃市にある当社アンテナショップ

でも、店頭に置いたとたん

どんどん売れていくので、

ちょっとビックリΣ(ﾟДﾟ)

ぜひ、お試しを

友禅和紙御朱印帳（大）　\1,500
7122

18×12㎝、ジャバラ､46P

日本製

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

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！

年末の贈り物にもぴったりの来年の干支ですよ（＾＾）

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



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

2017年　粋粋通信11月号　NO396注文書
1ページ 今月の新作　 3ページ これ見て(＾◇＾)！いつだって「かわいい」に夢中

ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代

33366 文香付き和紙レターセット ¥600 10192 干支てぬぐい（戌）笑福犬張子 ¥450

33365 縁起物語ウォールポケットセット ¥14,500 10193 干支てぬぐい（戌）犬賀新年 ¥450

13217 和紙のし袋　縁起物語　めで鯛 ¥300 10187 縁起手ぬぐい福ろう ¥450

13218 和紙のし袋　縁起物語　招き猫 ¥300 10188 縁起手ぬぐい富士山 ¥450

13219 和紙のし袋　縁起物語　だるま ¥300 10189 縁起手ぬぐい福だるま ¥450

13220 和紙のし袋　縁起物語　えびす大黒 ¥300 10190 縁起手ぬぐいめで鯛 ¥450

13316 和紙のし袋　縁起物語　招き猫(ペア) ¥300 10191 縁起手ぬぐい招き猫 ¥450

13317 和紙のし袋　縁起物語　福ろう ¥300 6ページ 年末のおすすめ商品

13223 和紙ポチ袋　縁起物語　めで鯛 ¥250 20582 ちりめん開運ねこだるま飾り ¥1,200

13224 和紙ポチ袋　縁起物語　招き猫(白) ¥250 20620 手描き和紙ころころ招き猫 ¥900

13225 和紙ポチ袋　縁起物語　招き猫(黄) ¥250 20621 手描き和紙ころころ招き猫招福 ¥900

13226 和紙ポチ袋　縁起物語　だるま ¥250 20622 手描き和紙ころころ招き猫開運笑い ¥900

13227 和紙ポチ袋　縁起物語　えびす大黒 ¥250 20623 手描き和紙ころころ招き猫招福笑い ¥900

13228 和紙ポチ袋　縁起物語　福助 ¥250 20624 手描き和紙ころころ招き猫開運大笑い ¥900

13229 和紙ポチ袋　縁起物語　お福さん ¥250 20244 和紙ころころサンタ ¥700

13230 和紙ポチ袋　縁起物語　福ろう ¥250 20243 和紙ころころ雪だるま ¥700

13313 和紙ポチ袋　縁起物語　招き猫（ペア） ¥250 8894 和紙ころころ招福だるま ¥700

２ページ 業界別！この時期の売れ筋ランキング 8895 和紙ころころ招き猫 ¥700

20566 ちりめんお手玉巾着おひなさま ¥700 8944 和紙ころころ獅子舞 ¥700

10118 季ごころ屋　小紋柄てぬぐい ¥450 20207 ふっくら招き猫 ¥500

8990 和紙2段飾りうさぎびな ¥1,800 20208 ふっくらだるま ¥450

10118 季ごころ屋　小紋柄てぬぐい ¥450 4276 敷き紙　彩りがさね　楊枝付(寿） ¥500

7025 えんぴつ ¥100 7ページ 仕入忘れございませんか？

1204 動物おりがみ　アソート ¥500 7122 友禅和紙御朱印帳（大） ¥1,500

4514 干支懐紙(戌)絵入A・親子犬(1帖) ¥320 10118 季ごころ屋　小紋柄てぬぐいＮＯ63.わんこ ¥450

4516 干支懐紙(戌)絵入B・張子犬(1帖) ¥320 8ページ 2017年干支懐紙

4518 干支懐紙(戌)浮彫りA・親子犬(1帖) ¥270 4512 干支懐紙(戌)透かし入(1帖) ¥300

4520 干支懐紙(戌)浮彫りB・張子犬(1帖) ¥270 4513 干支懐紙(戌)透かし入(2帖) ¥550

20717 干支張子（戌）紙音春一番 ¥600 4514 干支懐紙(戌)絵入A・親子犬(1帖) ¥320

20718 干支張子（戌）紙音丸福 ¥600 4515 干支懐紙(戌)絵入A・親子犬(2帖) ¥610

33266 ちりめんヘアゴム小花 ¥300 4516 干支懐紙(戌)絵入B・張子犬(1帖) ¥320

8482 和紙2段飾りびな ¥1,800 4517 干支懐紙(戌)絵入B・張子犬(2帖) ¥610

20649 (干支戌）和紙ころころ招き犬 ¥700 4518 干支懐紙(戌)浮彫りA・親子犬(1帖) ¥270

20634 (干支戌）和紙ころころ犬張子 ¥700 4519 干支懐紙(戌)浮彫りA・親子犬(2帖) ¥530

20205 和紙ころころ柴犬しばいぬ ¥700 4520 干支懐紙(戌)浮彫りB・張子犬(1帖) ¥270

8982 和紙ころころ犬・わんこ ¥700 4521 干支懐紙(戌)浮彫りB・張子犬(2帖) ¥530

13274 和紙ポチ袋　なごみうさぎ　アソート ¥250 4522 干支懐紙(戌)しらたえ懐紙(1帖) ¥300

3024 粋 楊枝入 ¥300 4523 干支懐紙(戌)しらたえ懐紙(２帖) ¥550

2088 押花人形花の子 ¥450 4524 歌会始懐紙　透かし(語)(1帖) ¥300

13223 和紙ポチ袋　縁起物語　めで鯛 ¥250 4525 歌会始懐紙　透かし(語)(2帖) ¥550

20682 干支張子（戌）招福丸（中） ¥2,100 4526 歌会始懐紙　浮彫リ(語)(1帖) ¥270

20706 干支張子（戌）萬福戌 ¥1,000 4527 歌会始懐紙　浮彫リ(語)(2帖) ¥530

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

電話番号 美濃和紙ブランドシール

2018年干支犬サンプル希望

希望納期 2018年新作おひなさまサンプル希望


