
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　仕入れ忘れはございませんか？干支申情報
３Ｐ　新作おひなさまピックアップ

2015年　11月号  NO.372 ４Ｐ　お手紙・こぼれ話
今月のテーマ「クリスマスの過ごし方」

今月の新作
拙者も負けないぜよ！

ますます人気のころころ！まだまだ増えますよ！海外の方も絶賛でしたよ。 和紙ころころ

オリジナルやキット商品も承ります！ 忍者　￥600

ｺｰﾄﾞ20402　ﾛｯﾄ10

おいどんは強いでごわす！！

和紙ころころ

おすもうさん　￥600

ｺｰﾄﾞ20401　ﾛｯﾄ10

粋粋通信 11月

年末年始・おめでたい席にぴったりです 年末年始・おめでたい席にぴったりです

吉兆懐紙浮彫采配と葵(1帖）　￥270 吉兆懐紙浮彫采配とひょうたん(1帖）　￥270

ｺｰﾄﾞ4481　ﾛｯﾄ10 ｺｰﾄﾞ4482　ﾛｯﾄ10
17.5×14.5㎝、30枚、1帖造り 17.5×14.5㎝、30枚、1帖造り

クリスマスキャロルが～流れる頃には～

いよいよクリスマスシーズン！今年は和風のサンタ＆雪だるまであったかい気持ちになりましょう❤

こぼれ話のアンケートを見ると、みな特別な事をしない近年らしいですが（＾＾；）まあ、日本人ですし、コストコのクリスマスツリー飾る体力

もない方におすすめ。子供が巣立った後だからこそ、こんなかわいいサンタと雪だるまを飾って、夫婦の会話を増やしましょうね！

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

和紙ころころ

サンタ￥600

20244 ﾛｯﾄ10
高さ8㎝、日本製

和紙ころころ

雪だるま￥600

20243 ﾛｯﾄ10
高さ8㎝、日本製

ちりめんお手玉

サンタクロース￥450

8794 ﾛｯﾄ25
高さ4㎝、日本製

ちりめんお手玉

スノーマン￥450

8811 ﾛｯﾄ25
高さ4㎝、日本製
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干支申アンケート集計報告

仕入れ忘れはございませんか？今月の干支申情報

７月に実施した干支一括サンプルのアンケートに

ご回答をいただきましたお客様、ありがとうございました。

今回は、干支申の売れ筋と期待する商品ベスト１０をご紹介します！！

干支張子シリーズは圧倒的に人気を博しています。

具体的にご回答いただいた商品は下記の通りです。

20347 干支張子（申）三猿やじろべえ

20331 干支張子（申）首振り幸福申1号

20344 干支張子（申）ミニ福々申

20348 干支張子（申）空へ

20284 和紙ころころおさる（申）

20286 開運縁起申・美濃和紙着物

20346 干支張子（申）ウッキッキー

20335 干支張子（申）首振り開運ももちゃん 毎年大人気のシリーズです。
20350 干支張子（申）ご縁がゴザル ちりめんで健闘しました！
20324 干支張子（申）招福破魔矢 開運縁起申・

美濃和紙着物　￥850

ｺｰﾄﾞ20286　ﾛｯﾄ25

男一匹！！社長いしかわ　オススメ商品
和雑貨は圧倒的に女性の購入者が多いですが、こと縁起物の干支飾りは男性が多いんですよ。

今回は男いしかわの男性目線のおすすめをご紹介します

今年のダークホース！

このシリーズは男性に人気です 男は冒険が大好き！！

シニカルな表情とモダンなデザインで飽きません。 干支張子（申）

干支張子（申）首振り雅　￥2,500 空へ　￥2,000

ｺｰﾄﾞ20336　ﾛｯﾄ5 ｺｰﾄﾞ20348　ﾛｯﾄ5

！

ｺｰﾄﾞ20336　ﾛｯﾄ5 ｺｰﾄﾞ20348　ﾛｯﾄ5
16×9×13㎝ 10×13×22㎝

この笑顔は男でも癒されます

贈り物にするならこれだね

まるいフォルムと表情がかわいい E-6干支陶器（申）

ゴールデンモンキーでしょ 福申小ちりめん飾り　￥1,000

干支張子（申）紙音まる　￥600 ｺｰﾄﾞ20354　ﾛｯﾄ10
ｺｰﾄﾞ20343　ﾛｯﾄ10 9.5×7×11.5㎝

5×5×6㎝
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うさぎはやっぱりかわいいね（＾＾）

新作　おひなさま　ピックアップ！！

石川紙業㈱お得意のうさぎびな。
今年の新作はバラエティ豊かなラインナップです。

和紙うさぎびな(大)

台付箱入 ￥2,500

20387 ﾛｯﾄ5
20×17×10.5㎝、日本製

和紙福びなうさぎ

屏風台付 ￥1,600

20376 ﾛｯﾄ10
12×9×8.5㎝、日本製

友禅和紙うさぎびな

飾りミニ￥800
20379 ﾛｯﾄ10
10×10×6.5㎝、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     FAX　0575-35-1363
〒501-3721　岐阜県美濃市吉川町2382番地

のぼり旗おひなさま
￥1,200
20386 ﾛｯﾄ10
6.5×4.5×24㎝、日本製

ちりめんお手玉
巾着うさぎびな1個￥700
20371 ﾛｯﾄ30
直径5×高さ7.5㎝、日本製、
男雛・女雛別売り

ちりめんお手玉
巾着うさぎびな雅 1個￥600
20185 ﾛｯﾄ30
直径5×高さ7.5㎝、日本製、
男雛・女雛別売り

〒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     



2015.10.20　 2015.10.20

こんにちは！社長の石川道大です(^^)/ 今号は、

わが妻、専務の石川美子を紹介します！ 妻との

出会いは、前会社の入社式で前後に座ったのが

きっかけです(^^) とても気が合いアタックしたの

ですが振られました(T_T) その後妻は東京、 私は

神戸勤務で離ればなれになったのですが・・その

後の話はまた(^^; 不思議な縁で、故郷の東京か

らはるばる美濃まできてくれて、本当に 感謝をし

ていますm(__)m 仕事に家事に子育てと、本当に

頭が上がりません(^^; 右から、リトルワールドで

コスプレ、五月試作ミーティングの写真です

出荷・情報発信部（実は専務です。）
石川美子より

いつもご愛顧頂きまして、ありがとうござ
います！となりの主人の手紙につっこみたく
なるところ満載で、とても恥ずかしいです。

いよいよ、干支申商品の出荷がピークを迎
えようとしています。荷造りしていても癒さ
れるかわいいおさるさん達です。行く先でも、
みなに幸せを運んでね❤と思いながら荷造り
している今日この頃です。

私事ですが、この仕事に携わるうちに色彩
感覚を身につける必要性を感じ、勉強し内閣
府認定公益社団法人色彩検定協会色彩講師と
いう資格を取得して3年が経とうとしています。
来年春には1回目の資格更新の研究発表を控え
ています。これからもこの知識を活かしより
よい商品を作っていくとともに、お客様のご
要望にあった商品やディスプレイのご提案な
どお役にたてるよう努力していきたいと思っ
ています。
どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

クリスマスの過ごし方
今年は3人で過ごす初めてのクリスマス

なので、思い出に残るような事を考え中です！

子どものために、保育園に衣装を借りたことも・・・ 何かいい案あれば押して下さい!

今や高校の子どもに相手にされない・・　 営業：佐藤

和紙ころころサンタに癒してもらいます～(-_-)!!

社長いしかわ

こどもが　大きくなったので特別なことはしませんが

「うちは仏教だから関係ない！！」なんて いつもより気合を入れて料理だけは頑張ります

言っても子供達の為プレゼントを用意する主人。 生産しみず

ハハハなんて親バカ～

出荷松山

最近まったく日常とかわりません。

気分を出すためにツリーだけは飾ります

近年は特別なことをしていないクリスマス 営業みのわ

ただチキンライスはお決まりで食べているかな

営業たうち

コスプレパーティーしてみたいです。

子供が小さい頃は、ツリーを飾ってクリスマスソング ベルばらのオスカルとかマリーアントアネット

流してとり料理にシチューにとプチごちそうしてましたが キルビルのユマサーマンとか

ここ最近はひたすら年賀状を書いてます（＾＾；） あ、極妻とかもいいかも

生産ふるた また、リトルワールドにでも行こうかな（＾＾）

みこ

豊かな日本の心をプレゼント
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干支一括サンプルアンケートのまとめ
2015年10月20日

７月に実施した干支一括サンプルのアンケートを発表します。
ご回答をいただきましたお客様、ありがとうございました。
１０月２０日はおひなさま一括サンプル実施、１月２７日は
五月一括サンプル予定しています。
再びアンケートを実施し、３名に当社商品をプレゼントいたします。
限定１００社ですので、お早目にお申込みください。

⑴   今回のサンプルの中で売れ筋と期待する商品は？

お客様の声「干支張子シリーズは毎年当店では売れ筋となっています。“申”も期待しております。」

(^^)　ありがとうございます！
ご回答いただいた商品を、粋粋通信に掲載していますので、
ぜひご覧ください(^^)

⑵   一括サンプルの買取理由　または　返却理由？

買取理由

思わずにっこりする可愛らしさ。
今年の申はサンプルは残らず売れそうなので。値引きもあり、せっかく送って下さったので買取を選んでおります。
写真で拝見したよりも実際の商品の方が可愛かったから。
お買い徳感があるので・・・

(^^)　ありがとうございます！　お買取りうれしいです。
写真も気を使っていますが、やはり実物を見るのが一番いいですね。

お正月商品なので、家族が集まった時に玄関先やリビングに置いておきたいと思うものをいただきました。見るだ
けでなく触っても楽しい立体的な小物はすごく良いと思いました！

〒501-3721 岐阜県美濃市吉川町2382
電話 0575-33-0228
ﾌｧｯｸｽ 0575-35-1363

写真も気を使っていますが、やはり実物を見るのが一番いいですね。
期間中に店頭に置いてみて、エンドユーザーの声も聞けますね。

返却理由
全種類は不要なため。
売れると思う確実な商品のみ仕入のため。
保管スペースに無理がある。
たくさんの干支を並べる場所がないこと、多種はお客様が迷われるため。店のイメージにあった商品を並べたい。
今回は弊社のイメージと一致しなかったため返却。

ありがとうございます！　実物見本を見て頂けるだけでもうれしいです。
お好みの見本だけでも、お買取りもできます。
シーズンになりましたら、ぜひご注文ください！
在庫に限りがありますので、おはやめに(^^)

⑶   一括サンプルを今後も利用するにあたっての希望

いち押しポイントがついていると嬉しいです。
実際商品を見て注文できるので嬉しいですが、必要のない商品のみ一部返品返品可能システムがあると良いです。

ありがとうございます！　ぜひ次回もご利用ください！
締切は営業担当にお伝えいただければ、延期できますよ(^^)
いち押しポイントは、ぜひ粋粋通信をご覧いただければありがたいです！
必要な見本だけ買取可能で、一部返品可能です(^^)　必要な見本だけ抜いてご返品ください。

カタログと実物は違うと実感しているので、送って頂いてとても助かります。忙しい時期に重なり締切に間に合わな
い場合はよろしくお願いします。



⑷   今後作ってほしい商品

日本独特の和紙でできた商品は外国人のお客様にとても人気です。今後も和紙素材の商品を期待しております。

メイドインジャパンの美濃和紙でかわいい商品を製作して下さい。

忍者、海外旅行者向け（インバウンド）商品
もう少し単価の高めの商品（5,000円～10,000円くらいの上代）がほしい。
干支を購入するお客様は、海外より国内の方です。値段の相場で1,000円～2,000円の商品を多くほしい。
単価の高めの商品とｻｲｽﾞも大き目30㎝くらいの商品。やじろべえのような動きのある商品を増やしてほしい。

たくさんのご要望をありがとうございます！具体的なものまであり、うれしいです。
興味深く読ませて頂いています。
すべてにお応えできませんが、来年の干支、今後のものづくりに活かしていきます(^^)/
今後も、ぜひ美濃和紙雑貨は増やしていきますので、楽しみにしていてください。
作ってほしい商品はぜひサンプルを営業担当にお渡しください！

⑸   石川紙業への要望事項

懐紙、和紙の創作人形などいろいろ購入させて頂いています。数量的に多い仕入はできないので、
小分けで売って頂くと助かります。干支商品のロットをもう少し、少なく細かくしてほしい。
サンプルを一括貸し出し頂ける商品を直接見ることができるし、お客様の反応を探ることができるので
今後も継続して頂ければ助かります。注文にすぐ対応して頂けるので満足です。
秋・冬（干支ではなく）雑貨を復活してほしいです。特に秋商材がなくて困っています。

ディスプレイ申がものすごく気になっています（笑）　62.5ｃｍで18,000円。ブログでアップして下さい！！

ご要望をありがとうございます！当社は、１個から受注できることをご存知ですか(^^)
当社のロットは、商品の魅力的に売れる数です。
お客様の希望の数に合わせて、ご購入できます。

美濃和紙アクセサリー。海外の方も多いので、ネックレス、ブレスレット、ピアス、イヤリングなどで美しい美濃和紙
をアピール。友禅和紙一筆箋。

子どもや外国の方が簡単に作って遊べる紙製品があると嬉しいです。工作おりがみや手作りキットのようなもの
で、だるまや金魚や日本の花などが作れたら良いなと思っています。

他店舗さんのディスプレイを紹介してほしいです。干支商材のディスプレイがマンネリ化しているので、どんなふう
に飾ってらっしゃるのか知りたいです。

お客様の希望の数に合わせて、ご購入できます。
ありがとうございます！今後も一括サンプル続けていきます。
次回はおひなさま10/21出荷です(^^)/

どのような秋商材をご希望でしょう？和文具？人形飾り？秋商材、たいへん興味あります。
ぜひ教えてください。

ディスプレイ申ですね！了解です。１０月１３日にブログでアップしました(^^)/

⑹   フリースペース

アットホームな楽しい職場の雰囲気が商品からも伝わってまいります。毎月いろいろなテーマについての皆様のコメントが楽しみです。

こちらこそ、いつもありがとうございます！！
お客様の声を聞くと、元気をいただきます。
これからも、一同をどうかよろしくお願い致します。

他店舗様のディスプレイですね。なるほど(^^)/　多店舗様のご了解をいた
だけましたら、今後検討して参ります。いいご意見をありがとうございま
す。

石川紙業様、いつもお世話になっております！カタログが届くたびに、次はどれを店に並べようかなと迷いながら楽
しく拝見させていただいております。今後ともよろしくお願いします(^^)！

カタログにパッケージについては、今後の動きでぜひ検討していきます。
写真について善処いたします。ご連絡をありがとうございます。



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

2015年　粋粋通信11月号　NO3７2　注文書
1ページ 今月の新作　 1ページ 新作おひなさまピックアップ

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

20401 和紙ころころすもう ¥600 20387 和紙うさぎびな（大）台付箱入 ¥2,500

20402 和紙ころころ忍者 ¥600 20376 和紙福びなうさぎ屏風台付 ¥1,600

4481 吉兆懐紙浮彫采配と葵(1帖） ¥270 20379 友禅和紙うさぎびな飾りミニ ¥800

4482 吉兆懐紙浮彫采配とひょうたん(1帖） ¥270 20386 のぼり旗おひなさま ¥1,200

20244 和紙ころころサンタ ¥600 20371 ちりめんお手玉巾着うさぎびな ¥700

20243 和紙ころころ雪だるま ¥600 20185 ちりめんお手玉うさぎびな雅 ¥600

8794 ちりめんお手玉サンタクロース ¥450

8811 ちりめんお手玉スノーマン ¥450

2ページ 干支申アンケート売れ筋期待ベスト10 この他のご注文どしどしおまちしておりまーす

20347 干支張子（申）三猿やじろべえ ¥2,000 ↓下記の空欄にご記入下さいませ！

20331 干支張子（申）首振り幸福申1号 ¥1,200

20344 干支張子（申）ミニ福々申 ¥800

20348 干支張子（申）空へ ¥2,000

20284 和紙ころころおさる（申） ¥600

20286 開運縁起申・美濃和紙着物 ¥850

20346 干支張子（申）ウッキッキー ¥1,200

20335 干支張子（申）首振り開運ももちゃん ¥1,000

20350 干支張子（申）ご縁がゴザル ¥1,600

20324 干支張子（申）招福破魔矢 ¥1,850

2ページ 社長いしかわオススメ商品

20336 干支張子（申）首振り雅 ¥2,500

20348 干支張子（申）空へ ¥2,000

20343 干支張子（申）紙音まる ¥600

20354 E-6干支陶器（申）福申小ちりめん飾り ¥0 貴社名

電話番号

↓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

希望納期
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