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
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今月の新作・夏雑貨キャンペーン
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のし袋・ポチ袋

なごみシリーズ

これ見て！いつだって「かわいい」に夢中・こぼれ話・ＯＥＭのススメ
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お知らせ・お便り
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新作[shira]シリーズ和雑貨

今月のこぼれ話「オールタイム、マイベスト生活雑貨」

今月の新作
友禅和紙御朱印帳（大）\1,500

7122
ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ18×12×6㎝、ｼﾞｬﾊﾞﾗ､46P、アソート納品、日本製

表紙には1300年の歴史のある美濃和紙を古都京都
で匠の技により配合された色を 一色一色丁寧に
手刷りした友禅紙を使用しております。 中紙
は筆滑りがよく、墨が染み込みやすい紙を使用。
神社仏閣の皆様に実績を頂いております。

売れ筋の夏雑貨セット1ヵ月間、貸し出しキャンペーン
夏の売れ筋商品揃い踏み！
あっ!という間に夏コーナーが出来上がる、絶対お得な夏の大キャンペーンを実施します！！
限定社数に達し次第、受付終了です。ご依頼はお早めに^^

～キャンペーンの４大メリット～
①セットになっているので、並べるだけで夏コーナーの出来上がり！！
②販売可！！（貸出期間１ヵ月。期日中に買取or返却を御返答下さい）
③必要な商品だけでも買取ＯＫ！！（通常取引掛け率です）
④往復送料無料！！（返却時には同封の着払伝票をお使い下さい）
こんなキャンペーン石川紙業だけですよ～（＾＾）/
ご希望のお客様は、添付の注文書記入欄に
チェック頂きFAXでお申し込み下さいませ。
セット内容
電話でも受け付けております！
ｺｰﾄﾞ
商品名
お気軽にお申し付け下さいませ!

＊写真はイメージです

＊柄はアソートなります
数
季ごころ屋
小紋柄てぬぐい
10118
季ごころ屋 ガーゼたおる招き猫
NEW
季ごころ屋
ガーゼはんどたおる招き猫
NEW
33342 粋・友禅染うちわ小判型
33357 粋・友禅染うちわ小判型藍柄
33252 粋シルク扇子
33329 粋・彩扇子136006赤富士
33325 粋・彩扇子121019蝶ピンク
33353 粋・シルク扇子 短地無地NO55紺
33265 粋 扇子入れ
33284 粋 扇子入れ 友禅
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豊かな日本の心をプレゼント
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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
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和紙のし袋

なごみうさぎ・なごみいぬ

上質和紙の中紙が入っています。
シリーズに、ポチ袋もございます。

和紙のし袋なごみうさぎ
こころばかり④

13456

¥300

13457

ﾛｯﾄ： 10

9×18㎝、3枚入、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245134562

和紙のし袋なごみうさぎ
こころばかり②

13368

¥300

13167

ﾛｯﾄ： 10

¥300

13379

ﾛｯﾄ： 10

9×18㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133794

¥300

13380

ﾛｯﾄ： 10

9×18㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133800

和紙のし袋 なごみうさぎ
お見舞

13294

ﾛｯﾄ： 10

和紙のし袋なごみいぬ
こころばかり

ﾛｯﾄ： 10

9×18㎝、3枚入、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245134494

9×18㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245132971

¥300

和紙のし袋なごみうさぎほん
¥300
のきもち③

13449

ﾛｯﾄ： 10

和紙のし袋 なごみうさぎ
ほんのきもち

13297

ﾛｯﾄ： 10

和紙のし袋なごみいぬ
おめでとう

¥300

9×18㎝、3枚入、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245134487

9×18㎝、3枚入、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133701

¥300

和紙のし袋なごみうさぎここ
ろばかり③

13448

ﾛｯﾄ： 10

和紙のし袋なごみうさぎ
ほんのきもち②

13370

ﾛｯﾄ： 10

9×18㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245131677

¥300

9×18㎝、3枚入、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245134579

9×18㎝、3枚入、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133688

和紙のし袋 なごみうさぎ
おめでとう

和紙のし袋なごみうさぎ
ほんのきもち④

ﾛｯﾄ： 10

9×18㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245132940

¥300

¥300

和紙のし袋 なごみねこ
上質和紙の中紙が入っています。
シリーズに、ポチ袋もございます。

和紙のし袋 なごみね
ここころばかり④

13454

¥300

和紙のし袋 なごみねこ
ほんのきもち③

13455

ﾛｯﾄ： 10

9×18㎝、3枚、日本製

9×18㎝、3枚、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245134548

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245134555

和紙のし袋 なごみねこ
ほんのきもち

13298

¥300

中止商品

13447
13370
13306
13290
13312
13176
13369
13314
13291
13293
13170
13310
13177
13178
13371
13373
13376
13381

和紙ポチ袋なごみうさぎほんのきもち③
和紙のし袋なごみうさぎほんのきもち②

和紙のし袋 なごみうさぎ お祝
和紙のし袋 なごみうさぎ ご出産お祝
和紙ポチ袋なごみうさぎほんのきもち②

和紙ポチ袋 なごみうさぎ お礼です
和紙のし袋 なごみねここころばかり②

和紙のし袋 なごみねこ お祝
和紙のし袋 なごみねこ ご出産お祝
和紙のし袋 なごみねこ お誕生日祝

和紙のし袋 なごみねこ おめでとう
和紙ポチ袋 なごみねこほんのきもち②

和紙ポチ袋 なごみねこ ありがとう
和紙ポチ袋 なごみねこ こころばかり
和紙ポチ袋 なごみいぬ こころばかり
和紙ポチ袋 なごみいぬこころばかり②

和紙ポチ袋 なごみいぬ ありがとう①
和紙のし袋 なごみいぬ ほんのきもち

¥300

ﾛｯﾄ： 10

9×18㎝、3枚、日本製

ﾛｯﾄ： 10

¥300

和紙のし袋 なごみねこ
こころばかり

13171

9×18㎝、3枚、日本製

9×18㎝、3枚、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245132957

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245131714

２０１８年５月２０日現在

下記の商品が中止となりました。
ご愛顧頂きまして、ありがとうございます。

和紙のし袋 なごみねこ
こころばかり③

13451

ﾛｯﾄ： 10

和紙のし袋 なごみねこ
お見舞

13295

ﾛｯﾄ： 10

9×18㎝、3枚、日本製

¥300

ﾛｯﾄ： 10

¥300

和紙ポチ袋
上質な和紙の中包みが入っております

和紙ポチ袋なごみうさぎ
こころばかり③

13446

¥250

13311

ﾛｯﾄ： 10

6.5×10.5㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245134463

和紙ポチ袋 なごみうさ
ぎほんのきもち

13175

¥250

13179

ﾛｯﾄ： 10

¥250

13375

ﾛｯﾄ： 10

6.5×10.5㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133756

¥250

13377

ﾛｯﾄ： 10

6.5×10.5㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133770

ﾛｯﾄ： 10

和紙ポチ袋 なごみねこ
ほんのきもち③

13445

ﾛｯﾄ： 10

和紙ポチ袋 なごみい
ぬ ありがとう②

¥250

6.5×10.5㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245131738

6.5×10.5㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133091

¥250

和紙ポチ袋 なごみうさ
ぎ ありがとう

13173

ﾛｯﾄ： 10

和紙ポチ袋 なごみねこ
こころばかり②

13309

ﾛｯﾄ： 10

和紙ポチ袋 なごみい
ぬ お礼です

¥250

6.5×10.5㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245131745

6.5×10.5㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245134449

¥250

和紙ポチ袋 なごみうさ
ぎこころばかり

13174

ﾛｯﾄ： 10

和紙ポチ袋 なごみねこ
こころばかり③

13444

ﾛｯﾄ： 10

6.5×10.5㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245131790

¥250

6.5×10.5㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133114

6.5×10.5㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245131752

和紙ポチ袋 なごみねこ
ほんのきもち

和紙ポチ袋なごみうさぎ
こころばかり②

ﾛｯﾄ： 10

6.5×10.5㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245134456

¥250

¥250

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！
営業さとう

箱根のお客様の和紙ころころ販売ディスプレイです！
大型和紙ころころを、ディスプレイに使って、とても素敵に飾って下さっています！
エンドユーザーさんの反応も「かわいい！」ととても評判をいただいているとのこと。
販売するお客様も非常に満足されておられ、たいへんうれしいです。

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

2018.5.20

2018年5月で、美濃和紙雑貨体験ショップ石川紙業は2周年を迎えることができました。これもひとえにお客様のお
かげと深く感謝をしております。
３周年記念として、和雑貨づくり認定証を発行することになりました。こちらは、手作り体験をしたお客様に発行。回
数に応じて、１級 → 初段 → 一段 → 二段 → 師範 → 名人 へ昇段していく仕組みです。昇段するごとに、
１００円から１，５００円相当の商品プレゼントがあります！お客様に感謝を込めて行う認定証カード。たくさんの方々
にこれからもご訪問いただけることを楽しみにしています。
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オールタイム、マイベスト生活雑貨
社長いしかわ
私が開発した「べんりマグネット」です！
開発した当初は理解されなかったのですが今では人気商品に！
当社ならではの紙のクリップがすごい。
「小紋柄てぬぐい」

「扇子入れ」

目うつりするくらいの手ぬぐいの種類。

これからの季節、授業参観や部活の試合応援時には

見ているだけでも楽しくなります。

扇子がマストアイテム！なので、扇子入れはとっても重宝してます。

今度はどの柄にしようかな～

生産しみず

出荷まつやま

「友禅フォトスタンド」

「べんりマグネット」

自宅でも家族の写真を飾っています！

私のオールタイム和雑貨はべんりマグネットですかね。

縦横どちらの向きでも使えるのでとても勝手が良いです♪

理由はやっぱり便利だから。

営業さとう

営業たうち

「小紋柄てぬぐい」

「小紋柄てぬぐい」

わたしのマイベスト雑貨は、てぬぐいです。

やはり手拭いですね～防寒にも汗対策にもおしゃれにも

石川紙業では、夏になると皆さんつけだして

重宝してます！いつの日か粋マークのコモンガラ手拭いを

誰がどんな柄をつけているか、楽しみです。
出荷みなみ

首に巻けたら面白いな～!!
生産ふるた

「名刺入れ」

オールタイム雑貨は名刺入れです！営業の私にはかかせないアイテムでどの鞄にも
入っています。また季節や気分に応じて柄を変えて持ち歩けるのはリーズナブルな価
格だからこそできる贅沢です！お得意先様の営業の皆さんお薦めですよ～
営業みのわ

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・・・・

オリジナル柄てぬぐい
日本一ソフトクリームが売れる清泉寮様ならではの
ＯＥＭ依頼！ラベルもオリジナル仕様。
夏の定番商品にご当地要素が加われば、
売れ筋商品間違いなしです！！
石川紙業では、手ぬぐいを生地にして、
巾着袋・ティッシュ入・マスクなどの製作も出来ます♪
ぜひ、コーナー展開にして売上アップ！して下さい^^

OEMは......

ロット500個
デザイン決定から1ヶ月半
イラストレーターでの入稿が必要。

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。
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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、総務部羽田野を生産部長屋が紹介しまーす

今月のお便り総務部羽田野

紹介者：生産部長屋

こんにちは。
３月より、総務を担当しております羽田野です。
暖かい日が続きとても過ごしやすい季節となりました
が、皆様お変わりございませんか？
石川紙業では、今最も力を入れております和紙貼り陶
器人形の亥の生産をすすめております。
美濃和紙を使って内職さんが一つ一つ丁寧に仕上げて
くださり、とてもあたたかい商品になっております。
皆様が当社商品を手に取り、笑顔が生まれ幸せを感じ
ていただければと願っております。
ぜひ、カタログ等でご覧ください。

総務部の羽田野さんは、異動されるまでは同じ
生産部で一緒に働いていました。
おっとりされていて、何事も慌てることがない、
落ち着いた印象を持っています。
その反面、家族でキャンプに行かれたりと、ア
クティブな一面もあるそうです。
部署は離れてしまいましたが、今後も総務部で
頑張ってほしいと思います。
生産部 長屋

インテリアライフスタイル展に出展します！
場所：東京ビックサイト西2号館ジャパンスタイルゾーンD-08
2018年5月30日（水） – 6月1日（金）

Interior Lifestyle Tokyo 2018「JAPAN STYLE」ゾーンへ出展します！
2018年は、魅力的な美濃和紙ライフスタイル雑貨、美濃和紙貼り陶器人形を発表していきます。
「JAPAN STYLE」は審査認定をいただいた会社しか出展できません。
当社の企画が認められてうれしいです。ぜひご訪問ください。

2018年 雑貨ＥＸＰＯ 出展決定しました！

に
＊ブース決まり次第追ってご連絡させていただきます

干支亥・和紙貼り陶器人形・ライフスタイル和雑貨を出店します！！
お楽しみに（＾＾）

豊かな日本の心をプレゼント
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美濃和紙の強く美しい白色を表現する純真無垢で潔い神聖さをコンセプトに
1300年の歴史ある美濃和紙を古都京都で手染めした繊細な色柄の和紙雑貨です。
今回は、黄金の国ジパングのJapan goldをテーマにした色柄のアイテムを制作しました。

新作

shira御朱印帳

2,500円

1冊
ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ18×12×6㎝、ｼﾞｬﾊﾞﾗ､46P、日本製
箱入なので、汚れる心配がありません
桜7123

波7124

格子7125

水玉7126

新作

shiraしおり

500円

桜3102

1枚
ﾛｯﾄ10、ｻｲｽ約ﾞ3.5×18㎝、日本製
アソート納品

波3103

格子3104

水玉3105

新作

shiraコースター

3,000円

ﾛｯﾄ10、ｻｲｽ約9×9cm、日本製
5枚箱入り
水玉1316
格子1315
波1314
桜1313

新作

shira
和紙ブローチ１個1,800円
ﾛｯﾄ10、ｻｲｽ直径約7㎝、日本製
箱入
桜10208、波10209、格子10210、水玉10211

Ishikawa paper goods ltd.

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

