石川紙業㈱発

2018年

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

粋粋通信
4月号 NO.401

今月の新作

５P これ見て（＾◇＾）！いつだって「かわいい」に夢中！

２P 2018年人気の五月飾り

6P 社員がshine紹介・お知らせ

3P 五月飾り・製作者のキモチ

７P 今パンダですよ・夏のオススメ「藍柄」

４P こぼれ話・OEMのすすめ

８P 新作和紙貼り陶器人形

こぼれ話テーマ「おすすめ岐阜県民フード」

今月の新作
毎年大人気の小判型うちわ！2018年限定柄はこの5種類！！
老若男女喜ばれそうな柄をセレクトしました（＾＾）

粋・友禅染うちわ小判型

1本1,000円

ｺｰﾄﾞ33342
ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ17.5×37.5cm、5柄アソート、日本製
市松（いちまつ）
縞桜（しまざくら）

籠目（かごめ）

縞（しま）

絞り（しぼり）

イメージ写真
昨年柄

ロングヒット！今年も販売します！
この時期ぴったりの藍柄コーナーはいかがですか。７Pをご参照下さいませ→

桜流水

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
桜梅

華華

ボタン

美濃和紙友禅染紙 使用
美濃和紙を京都で一色ごと
手刷りしています

これからの季節にぴったり
ゆらゆらさせて見てね！
和紙ころころ
仲良しかえる箱入￥1,200
20796
ﾛｯﾄ10
ｻｲｽﾞ9.5×9×6cm
日本製

豊かな日本の心をプレゼント

石川紙業株式会社
〒501-3721 岐阜県美濃市吉川町2382番地

TEL 0575-33-0228
E-MAIL sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

FAX 0575-35-1363

URL www.ishikawa-shigyo.com

2018年五月一括サンプルアンケート集計結果報告

2018年

人気の五月飾り
ダントツ第１位！！
ロングヒット更新中！
はりこーシカ5ケ入 ¥3,000
8887 ﾛｯﾄ： 5

アンケートのご協力ありがとうござい
ました！よりお客様に喜んでいただけ
るような製品づくりを頑張ります！
仕入れに迷っているお客様は
ぜひ、このランキングを参考にご活用
下さいませ！

親鯉（12.5×8×8cm）に収納できます

第２位
ぷち若武者くんはシリーズで人気
ゆらゆらぷち若武者飾り \1,200

20773

ﾛｯﾄ10

日本製 サイズ：9×6×18ｃｍ

人気第２位は今年の新作３アイテムがランクイン！

同数で

第２位
３個でも人気継続中！
はりこーシカ
３ヶ入￥2,000
ｺｰﾄﾞ20417 ﾛｯﾄ5

第２位
第２位
空前のねこブーム

ぷち若武者くんはシリーズで人気
和紙吊り飾り
ぷち若武者くん \1,200

こどもの日だニャン \1,000

20772

20774

ﾛｯﾄ10

日本製 サイズ：10×6×9ｃｍ

ﾛｯﾄ10

日本製 サイズ：6.5×5×18ｃｍ

第３位
去年に引き続き人気です
笑い鯉ころころカブト飾り \1,300

20618

ﾛｯﾄ10

15.5×11×8.5cm、日本製

第３位
やっぱりはずせないぷち若武者くんシリーズ
かぶととこいのぼり花台付 \1,000

20776

ﾛｯﾄ10

日本製 サイズ：11×11×13ｃｍ
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

製作者のキモチ❤
躍動感ある鯉のぼりに注目！

元気な鯉が飛び出しそう！

のぼり旗
こいのぼり

ちりめん
こいのぼり衝立(大) \2,000

20766

\1,800

20765

ﾛｯﾄ10

日本製 サイズ：21×35ｃｍ
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207662

ゆらゆらかわいい一本吊り

今までにない大きさに挑戦しました

和紙鯉のぼり
一本吊り飾り

ピン！っと尾を上げた元気な鯉のぼりです

20764

生産かとう

ﾛｯﾄ10

日本製 サイズ：16×4×21.5ｃｍ
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207655

\1,500

ﾛｯﾄ10

日本製 サイズ：長さ38ｃｍ
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207648

営業みのわ
美濃和紙の吊り飾りが欲しくて
作りました。シンプルですが
友禅柄の豪華さがあります

出荷まつやま
ちりめんでパッと目を引く
衝立が欲しくて作りました
明るい色使いで豪華に出

←吊り台は別売りです

来ました！

吊り下げ台 ￥2000

66670
サイズ：8.5×12×46.5ｃｍ

ﾛｯﾄ10

ゆらゆら揺れるよ

文句なくかわいいぷち飾り３兄弟！みんな一緒に並べてね
和紙のぼり棒
ぷち桃太郎 \1,300

和紙吊り飾り
ぷち若武者くん

20778

20774

ﾛｯﾄ10

日本製 サイズ：5×5×18ｃｍ
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207785
生産ふるた

\1,200

ﾛｯﾄ10

日本製 サイズ：6.5×5×18ｃｍ
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207748

ゆらゆら
ぷち若武者飾り

20773

\1,200

ﾛｯﾄ10

日本製 サイズ：9×6×18ｃｍ
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207730

スペースをとらず

男の子の節句に桃太郎を作りたくて

ちょっとした隙間に飾れます

生産かとう

日本の昔話の絵本を添えて

とにかくかわいいですよ!

可愛らしさを強調しました

海外の方やお孫さん、おじいさん、おばあんに

一緒にゆらゆら心もほっこり

プレゼントはいかがですか

して頂けたらと思います

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

おすすめ岐阜県民フード
富有柿です！
子供のころから柿の木が身近にあり、未だ買って食べたことがありません。
秋から冬にかけては家に必ずあるのでおかげで風邪知らずです。
社長いしかわ

営業みのわ

うるりの煮つけ
ヨシノボリやアジメドジョウの佃煮
お茶漬けがおいしい。

営業たうち

明宝ハムと鶏チャンです。
出荷みなみ

とんちゃんと、ごへいもち です！

岐阜で一番おいしいスイーツは、

さくらのソフトクリーム

共通点として味噌が好きなのかもです！

春になるとふと思い出し、食べたくなります。
ほんのりチェリーの味でとてもおいしいです。

『鮎』
長良川でとれた天然の鮎は最高です！
塩焼き、あとの骨酒なんてとても美味です
出荷まつやま
生産しみず

鶏肉をタレにつけた

「めしどろぼう」！

「ケイちゃん」

飛騨名産の赤かぶら漬。
炊き立てご飯との相性は別格！
ご飯を泥棒したくなるほど、ご飯がすすみ過ぎるので注意！
営業さとう

北海道のジンギスカン料理が起源だとかそうでないとか。
みそ味がなかなかおすすめです。

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！
今月ご紹介するのは・・・・

西陣織ふくさ祝儀袋
OEMは......

ロット１００個～（要相談）
納期はデザイン決定後２週間～
お客様からのご依頼で西陣織の生地を支給していただ
き、オリジナルの祝儀袋を製作いたしました。
高級感のある商品に仕上がりました。
地元の和紙で作りたい！こんな柄で作りたいというご
提案をどしどしお待ちしております。
当社の長年培った技術であれば、

紙だけでなく布地等でも対応できます！
ぜひ、御社のもつ素材を活かしてみませんか？

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。
豊かな日本の心をプレゼント

石川紙業株式会社
〒501-3721 岐阜県美濃市吉川町2382番地

TEL 0575-33-0228
E-MAIL sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

FAX 0575-35-1363
URL www.ishikawa-shigyo.com

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！

これ見て(＾◇＾)！
いつだって「かわいい」に夢中！

営業さとう

岡山県のエンドユーザーお客様から、こんなうれしいお便りをいただきました！

2012年の2月頃に和紙ころころうさぎびなを購入させてもらいました。
購入当初は、大きさと子供の干支と可愛さで購入。年々、雪洞・菱台・橘・桜に金屏風のガラスケースとバージョンアップ。
愛着がありこの度7回目のお雛様を飾りました。以前から三人官女等あればと思っていたのですが
この度発売されていることを知りお電話させてもらいました。
セットで買えばよいのですが、今のうさぎさんに愛着あるのでそのまま使いたいので、
三人官女の制作をわがまま申しますが宜しくおねがいします。

ひとつひとつ手作りだからこそ、つながる愛らしさ。これからも石川紙業は大切にものづくりをしていきます。

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
和紙ころころ五月人形セット

2018.3.20

1,600円税込

（和紙ころころ2種類）所要1時間～1.5時間
おひなさまが終了後、体験ショップでは和紙ころころこいのぼりを
使った、五月人形手作り体験をスタート。当社の体験は、美濃和紙
パーツを好きなだけ使って楽しめるオリジナル創作。昨年の体験で
は、かぶとかぶったもの、金魚のようなもの、いろんな五月人形が
完成。今年もお客様のどんな作品が生まれるかとても楽しみです。
当社は年間取扱1,500種類も商品があり、様々な手作り体験開発
ができます。ぜひお客様の店舗でも、オリジナル手作り体験を企画
しますので、ぜひお問合せください。

豊かな日本の心をプレゼント

石川紙業株式会社
〒501-3721 岐阜県美濃市吉川町2382番地

TEL 0575-33-0228
E-MAIL sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

FAX 0575-35-1363
URL www.ishikawa-shigyo.com

社員が
shine紹介

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、生産部リーダー清水を営業部田内が紹介しまーす

今月のお便り：生産部清水

紹介者：営業田内
清水さんはよく気がつくしっかり者で、仕事ではい
つも助けて頂いているとても頼りになる社員です。
美大卒の学歴だけあって絵が上手いのは言うまでも
ありませんが、切り絵
デザインや動物・植物のイラストはじめ、立体物の
製作に至るまで当社の
多岐に渡るいろんな商品製作にとても貢献して頂い
ています。
そんな仕事師の彼女ですが、社員の親睦会ではカラ
オケで踊りながら歌を披露し その場を盛り上げて
くれるお茶目なところもあり、人間としてもとても
魅力的で当社にとっては欠かすことのできない大事
な社員です。
田内

仕様変更のご連絡
2018年新作五月飾りカタログ7P掲載、右の商品が価格据え置
きで道標のｻｲｽﾞが大きくなりました。ロングヒット中の五月飾り
です。より豪華になりました。ぜひ一度お試しを（＾＾）
和紙ころころこいのぼりかぶと台付￥1,500
20409
ﾛｯﾄ10
サイズ14.5×8.5cm、日本製

価格改定のお知らせ
2018年5月1日より右の品の価格が変更となります。
ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

1,100円 → 1,200円

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

〒501-3721 岐阜県美濃市吉川町2382番地

E-MAIL sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

FAX 0575-35-1363
URL www.ishikawa-shigyo.com

準新作
連日テレビで可愛い姿を披露して、もうすっかりメロメロです（＾＾）
あまりにカワイイから、作っちゃいました！！期間限定販売！
大人気メモが差し込めるマグネットシリーズ
べんりマグネットちりめん親子パンダ

\800

ｺｰﾄﾞ12726

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ親直径約5cm、子直径約4cm、日本製

これからの季節にぴったり

和紙ころころ親子パンダ \850

紙風船パンダ(一枚入)

ｺｰﾄﾞ20795

\200

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ直径約8cm、日本製

ｺｰﾄﾞ6151

ﾛｯﾄ12、ｻｲｽﾞ直径約11cm

うちわと一緒に

夏の藍柄コーナーおすすめです
ペンケースにも
ご使用頂けます。

和紙めがねケース（藍柄）￥750

藍柄コースター￥400

10090

3020

おしゃれっ子鏡
藍柄あぶらとり紙付￥750

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ8×18cm、柄アソート、日本製

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ9×9cm、柄アソート、日本製

10066
ﾛｯﾄ25、日本製

黒文字楊枝
うちわ（藍柄）\450

黒文字楊枝
和紙包（藍柄）\450

藍柄和紙 楊枝入\400

3088

3083

3089

3087

ﾛｯﾄ25、長さ8cm、3柄アソート

ﾛｯﾄ10、長さ10cm、5本入

ﾛｯﾄ10、長さ10cm、5本入

ﾛｯﾄ25、長さ7cm

印鑑ケースにもなります、日本製

柄アソート、日本製

柄アソート、日本製

表：和紙、内側：ちりめん

粋

楊枝入（藍柄）￥300

柄アソート、日本製

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

〒501-3721 岐阜県美濃市吉川町2382番地

E-MAIL sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp

FAX

0575-35-1363

URL www.ishikawa-shigyo.com

先月発表！仕入れ忘れございませんか？

準新作

親犬でたよ～

和紙貼り陶器人形

和紙貼り陶器人形
親犬(友禅) ￥1,200
20754
ﾛｯﾄ5、8×7×5cm、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207549

和紙貼り陶器人形
かぶと台・屏風付

\4,500

和紙貼り陶器人形
かぶと座布団付
\4,000

20790

20791

ﾛｯﾄ１、約21×13.7×10cm、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207907

ﾛｯﾄ１、約16×12.5×12cm、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207914

ボクらもいるよ～

和紙貼り陶器人形
こいぬ(友禅) ￥800
20662
ﾛｯﾄ10、6×2.5×5cm、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206627

和紙貼り陶器人形
こま犬(友禅)
￥1,300
20663
ﾛｯﾄ10、9×5×7.5cm
日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245206627

和紙貼り陶器人形
鯉のぼりと坊や \3,000

和紙貼り陶器人形
親子鯉のぼり \3,000

20792

20793

ﾛｯﾄ1､約19×11.5×12cm、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207921

ﾛｯﾄ1､約19×11.5×12cm、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207938

和紙貼り陶器人形
親子鯉のぼり（大）

\3,800

20794
ﾛｯﾄ1､約32×8.5×12cm、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245207945

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

この商品は丹精込めて作られた「瀬戸焼」に、“無形文化遺産
本美濃紙”の流れを汲む「美濃和紙」を一枚一枚手作業で丁寧
に貼り上げた置物です。
地元美濃と尾張の特産物である「美濃和紙」と「瀬戸焼」の
よさを融合させ 美濃の地で培われた伝統のちぎり絵技術を用
いて完成させた当社の自信作でございます。

石川紙業(株) 謹製

石川紙業 （株） 宛
ＦＡＸ ： ０５７５－３５－１３６３
ＴＥＬ ： ０５７５－３３－０２２８
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商品名
粋・友禅染うちわ小判型

柄
市松

粋・友禅染うちわ小判型

縞桜

¥1,000

粋・友禅染うちわ小判型

籠目

¥1,000

粋・友禅染うちわ小判型

縞

¥1,000

粋・友禅染うちわ小判型

絞り

¥1,000

粋・友禅染うちわ小判型藍柄

桜流水

¥1,000

粋・友禅染うちわ小判型藍柄

桜梅

¥1,000

粋・友禅染うちわ小判型藍柄

華華

¥1,000

粋・友禅染うちわ小判型藍柄

ボタン

¥1,000

和紙ころころ仲良しかえる飾り箱入

参考上代 注文数
¥1,000

¥1,200

2018年人気の五月飾り

はりこーシカ 5ヶ入

¥3,000

はりこーシカ ３ヶ入

¥2,000

ゆらゆらぷち若武者飾り

¥1,200

こどもの日だニャン

¥1,000

和紙吊り飾りぷち若武者くん

¥1,200

笑い鯉ころころカブト飾り

¥1,300

かぶととこいのぼり花台付

¥1,000

製作者のキモチ

のぼり旗こいのぼり

¥1,800

和紙鯉のぼり一本吊り飾り

¥1,500

ちりめんこいのぼり衝立(大)

¥2,000

和紙のぼり棒ぷち桃太郎

¥1,300

和紙吊り飾りぷち若武者くん

¥1,200

ゆらゆらぷち若武者飾り

¥1,200

ｺｰﾄﾞ

商品名

12726 べんりマグネットちりめん親子パンダ
6151 紙風船 パンダ(一枚入）
20795 和紙ころころ親子パンダ
7ページ

10090
3020
10066
3088
3083
3089
3087
8ページ

20790
20791
20754
20662
20663
20792
20793
20794

友禅和紙ころころうさぎ雛五人飾り台付

¥400

おしゃれっ子鏡・藍柄油取紙付

¥750

粋 楊枝入（藍柄）

¥300

黒文字楊枝うちわ(藍柄）

¥450

黒文字楊枝 和紙包（藍柄）

¥450

藍柄和紙楊枝入

¥400

準新作 和紙貼り陶器人形

和紙貼り陶器人形かぶと台・屏風付

¥4,500

和紙貼り陶器人形かぶと座布団付

¥4,000

和紙貼り陶器人形親犬（友禅）

¥1,200

和紙貼り陶器人形こいぬ(友禅)

¥800

和紙貼り陶器人形こま犬(友禅)

¥1,300

和紙貼り陶器人形鯉のぼりと坊や

¥3,000

和紙貼り陶器人形親子鯉のぼり

¥3,000

和紙貼り陶器人形親子鯉のぼり（大） ¥3,800

価格改訂のお知らせ

2019年新作五月飾りサンプル希望

貴社名
電話番号

¥850

藍柄コースター

¥1,500

↓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

¥200

¥750

¥4,000

¥1,100

¥800

和紙めがねケース（藍柄）

仕様変更のご連絡

和紙ころころこいのぼり・かぶと台付

参考上代

夏の藍柄コーナーおすすめです

これ見て！いつだって「かわいい」に夢中！

6034 巾着お手玉セット

希望納期

準新作

2018年5月1日より1,200円

その他のご注文どしどしおまちしておりまーす↓↓↓
下記にご記入下さいませ！

注文数

