
㈱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　干支申お手玉　特集

３P　和紙商品上半期売れ筋ランキング

2015年　10月号  NO.371 ４P　お知らせ・こぼれ話

今月のテーマ「自分を動物にたとえるなら」 ５P　屏風

６P　オリジナルおひなさま飾り

　新作おひなさま　できました

今年もバラエティ豊かに22商品の新作を作りました。

このほかにもまだまだ新作ありますので、

ぜひ、HPやカタログをご覧下さいませ！

ギフトショー会場でも、お客様に大変ご好評頂きました。

海外のお客様へのギフトにおすすめですよ。

お花がとじるよ（＾＾）

ちりめんおすましびな桃華台　\2,500

20366 ﾛｯﾄ5

直径20×高さ16㎝、日本製

のぼり旗おひなさま　\1,200

20386 ﾛｯﾄ10

豪華絢爛！日本の手作りの技光る！ 6.5×4.5×24㎝、日本製

和紙福びな二段飾り三曲屏風付　\3,000

20388 ﾛｯﾄ1

30×18×10.5㎝、日本製

粋粋通信 10月

この表情がかわいい！！

こけしびな桜花台付　\1,000

20382 ﾛｯﾄ10

10.5×10.5×3.5㎝、日本製

ころんとキュートなだるまびな

友禅和紙ころころ

おひなさま台付　\1,200

20383 ﾛｯﾄ10

14.5×10.5×7㎝、日本製

友禅和紙おひなさまﾓﾋﾞｰﾙ飾りミニ　\900 ちりめんおひなさま衝立　\900 ちりめんお手玉うさぎびな雅　1個600

20378 ﾛｯﾄ10 20385 ﾛｯﾄ10 20185 ﾛｯﾄ30

直径9×高さ9.5㎝、日本製 11×17.5㎝、日本製 直径5×高さ7.5㎝、日本製

豊かな日本の心をプレゼント 男雛、女雛別売り
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今月のトピック

2016年　新作おひなさまサンプル　発送いたします！

2015年10月20日発送予定

第68期カタログ　完成しました！
新カタログはお手元に届きましたか？

700アイテム以上の商品からより選びやすいように

今回よりカテゴリ毎に別れた冊子となりました！

まだ、お手元にないお客様はお気軽にご連絡下さいませ！

2冊目以降は有償となります。（価格は右の通りです。）

こだわりの和文具 ¥400
ちぎり絵 ¥150
和の生活雑貨 ¥450
人形飾り ¥200
おひなさま ¥300
五月商品 ¥300

当社サンプルおすすめポイント

新作の実物が無料で見れる！！
店頭に置いてみて、売れ筋が確認できる！

すべてお買い上げだと10%割引になる！

とってもお得なサービスです。
ぜひご利用下さいませ！

ご希望のお客様は添付の注文書に
チェックしてFAX下さいませ！

サンプルは商品・価格一覧表、商品一覧カタログと共に発送させて頂きます。

恐れ入りますがその資料にて商品、価格ともにご確認いただきご検討ください。
ご返却は1ヶ月以内にお願いたします。(価格表にご返却日を記載しています。)
ご返却の際着払いの荷札を同送しておりますのでご利用下さい。
サンプルの中からお気に入りの商品だけお買い上げ頂いてもＯＫです！！
ご不明な点がございましたら、お気軽にお電話下さい。

社長いしかわ

武儀高校コラボ完成しました！

インバウンド向け英文干支申POPプレゼント
干支申商品をお買い上げでご希望のお客様に、

インバウンド向け干支申POP（A4ｻｲｽﾞ）を1枚サービスします！

ご希望のお客様は、添付の注文書にチェックをご記入し、

FAX下さいませ！ ＊2枚目以降は有償となります

豊かな日本の心をプレゼント
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ホームページからなら、

無料でお好きな時に、
何冊でもコピーできます。

どうぞご活用下さいませ！

五月商品 ¥300

義高コラボ商品ですが、9月末日にお客様の声を聞き

に一緒に営業体験を行いました。翌日は、新聞4社テ

レビ局1社の前で記者会見！私のアイディアで記者会

見を開くことになったのですが、カメラ瞬く大賑わい。

生徒たちも貴重な体験に大興奮(^^)/ 和紙ころころう

だつくんはじめ開発商品も県内で人気をいただき、あ

りがとうございます。
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みこからのご提案「毎日おさるさんを動かそう！」

干支申ディスプレイで遊んじゃおう！！
当社干支申は、150アイテム以上ございます。

1個からでも注文できますので、ぜひ色んな種類を並べて店頭を

賑やかに飾ってみて下さいませ。

提案その１

紅白で並べて、毎日首の位置を変えちゃおう

福笑い　1個￥1,600

赤20326、白20325
ﾛｯﾄ10、6.5×6.5×11㎝、日本製

提案その２

ツムツムしてみて（＾＾）

開運ちりめん

だるま申　1個￥700

20290
ﾛｯﾄ30

直径7×3㎝、日本製

←即売会では

ママや子供に大ウケ

でした（＾＾）

↑会社でも

つい遊んじゃいます！

お笑いコンビみたいで

笑えます

提案その３

笑う門には、福来る！
ぜひ、当社の干支で

楽しんでみて下さい！

提案その３
なんでも屏風飾りにしちゃう！
干支張子紙音(申)わ　￥600 別売りの屏風と台と道標セット 屏風台飾り干支A　￥1,400

20342 でディスプレイしたら、 20391
ﾛｯﾄ10　　4.5×4×7㎝ 両方お買上の実績あります！ ＜セット内容＞

＊台・屏風・道標別売り 屏風(20.3×11.6㎝）

黒プラ台(12×8×1㎝）

道標(1×2×3㎝）

提案その４
とにかく、2匹一緒に飾っちゃう

開運萬福申美濃和紙着物

大20288　　￥900　
小20289　　￥750
ﾛｯﾄ大30、小25

大ｻｲｽﾞ直径5×8㎝

小ｻｲｽﾞ3×5×7.5㎝

日本製

＊台・屏風・道標別売り

開運和紙起き上り申

美濃和紙着物　1個￥650

屏風台飾り干支B　￥850 20295
20392 ﾛｯﾄ15

ロット10、日本製 直径3×6㎝

＜セット内容＞ 日本製

屏風(20.3×11.6㎝）

黒プラ台(14.5×10㎝）

道標(1×2×3㎝）

豊かな日本の心をプレゼント
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石川社長のわくわく通信 2015.09.20 生産部：長屋より

こんにちは！社長の石川道大です(^^)/
今号は生産部の長屋知穂を紹介します！

いつも笑顔で明るく、回わりの皆さんに元気

をプレゼントしている長屋さん。花のよ

うに回りを明るくして下さる力があり、と

ても感謝をしております(^^)
長屋さんは内職さんから社員になって頂きました。

当時は和紙ころころをたくさん作って頂いていて、

今もお客様オリジナルのデザインで活躍中です。

これからもそのお人柄で、明るくて楽しい商品をた

くさん作り、世の中にたくさんの花を咲かせて下さ

ることと思います(^^)/

自分を動物にたとえるなら
子供の頃はきのぼりが得意で ふるた

”おさるさん” うま年生まれなので、うまです！

だとよく言われました。 前を向いてまっしぐら、しかし障害物に弱く

今は・・・・やっぱり、じっとしていない まさにそのものです

営業みのわ ので、”おさるさん”かしら？

甘え上手なねこ 猪
だったらいいな～❤❤ こうと決めたら、猪突猛進します！！

営業たうち

出荷まつやま

昔は一匹狼気分で気ままでしたが

社長いしかわ 今はリードをつかまれた

鯨かなぁ～、サメかなぁ～、 ワンコのように妻に従っています(笑)

ふっかい大海に泳ぐなんて、 営業さとう

生まれ変わりたいなぁ～。

あれ、そういう話じゃない？(^-^;

うし
子供の頃食べてすぐ横になると牛になるよと

休日は死んだように寝てるから よく叱られたけど、やっぱり今でも

「ナマケモノ」かなぁ・・・と思ってたら 酒飲んで食べてごろごろするのが大好きです

息子に「ハリセンボン」と言われました。 みこ

生産しみず 怒ると変わるらしい・・・（＾＾；）

豊かな日本の心をプレゼント
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佐藤
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石川紙業株式会社　第68期　カタログ 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　　ホームページアドレス：www.ishikawa-shigyo.com

絵柄がある屏風は一枚飾るだけで季節感を演出します。お手持ちの人形と一緒に飾っても楽しめます。

海外のお客様のお土産にはメッセージカードとしてもオススメできますよ。

金屏風（大） ¥500 金屏風（中） ¥450 金屏風（小） ¥400
5222 ﾛｯﾄ： 10 5223 ﾛｯﾄ： 10 5224 ﾛｯﾄ： 10

22×13.7㎝、日本製 20×11.5㎝、日本製 16×7.5㎝、日本製

和紙屏風こいのぼりペア ¥400 和紙屏風のぼりこい ¥400 和紙屏風　こいのぼり ¥400
20036 ﾛｯﾄ： 10 8876 ﾛｯﾄ： 10 5267 ﾛｯﾄ： 10

17×8．5㎝、日本製 17×8.5㎝、日本製 17×8.5㎝、日本製

四季彩屏風(大)五月節句 ¥500 四季彩屏風(大）桜 ¥450

8869 ﾛｯﾄ： 10 5296 ﾛｯﾄ： 10
20×11.5㎝、日本製 20×11.5㎝、日本製

四季彩屏風（大）おひなさま ¥500 四季彩屏風（大）秋 ¥400

5265 ﾛｯﾄ： 10 5230 ﾛｯﾄ： 105265 ﾛｯﾄ： 10 5230 ﾛｯﾄ： 10
20×11.5㎝、日本製 20×11.5㎝、日本製



石川紙業株式会社

セット例

全て、箱入りとなります

なんと小ロット！

ロット５０個～
オーダー締切日

１２月１６日（水）

詳細の見積は、営業担当まで
ご依頼くださいませ(^^)/

営業
田内090-5116-7153 

箕輪090-5851-4673 
佐藤090-5856-3028

オリジナルのおひなさま飾り（OEM)はいかがですか(^^)/
お好みのおひなさまと下記のセットいずれかで、あなただけのオリジナル飾り（OEM)ができます！

オープン価格 オープン価格 #N/A
1 ﾛｯﾄ： 50 2 ﾛｯﾄ： 50 0 ﾛｯﾄ： #N/A

屏風20.3×11.6㎝、黒プラ台12×8×1㎝、 屏風12.5×7.5㎝、台11.5×5.3×0.8㎝、日本製 #N/A

道標1×2×3㎝、日本製 #N/A

オープン価格 オープン価格 オープン価格
3 ﾛｯﾄ： 50 4 ﾛｯﾄ： 50 5 ﾛｯﾄ： 50

屏風20×11.5㎝、黒プラ台12×8.3×1cm、日本製 屏風直径12㎝、台紙11×7.6㎝、日本製 屏風14×10㎝、台紙直径10.5㎝、日本製

0 ﾛｯﾄ： #N/A 0 ﾛｯﾄ： #N/A 0 ﾛｯﾄ： #N/A

#N/A #N/A #N/A

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

おひなさまAセット おひなさまBセット #N/A

おひなさまDセットおひなさまCセット おひなさまEセット

友禅和紙もみ加工の豪華な屏風です。ワン
ランク上のおひなさま飾りになります。

金雲の和紙に雅の文字がポイントの屏風と
赤台の小ぶりなセットです

ベーシックなセットで、どんなおひなさま
にも合います。 花型の屏風がかわいいセットです。

花型の台紙と屏風の花がポイントのセット
です

佐藤090-5856-3028
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