
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
２～３P　ダブルよしこオススメ五月商品
４～６P　春カタログ　ピックアップ

2016年　3月号  NO.376 ４P　今月のトピック・わくわく通信・お手紙
こぼれ話はお休みです。

ギフトショーで大好評だったため、アイテム増やしました

季節限定柄　　はるいろ　雑貨ｼﾘｰｽﾞ
ダブルよしこプロデュース❤

こんな春らしい友禅柄コーナーを作って、飽きさせないお店作りでお客様のハートをつかみましょう！！

添付の注文書でご注文お願い申し上げます。その他の発注書でのご注文の際は、「はるいろ」とご明記下さいませ。

友禅和紙懐紙入　￥900
10005 ﾛｯﾄ10

9.5×17㎝、五色懐紙30枚入、日本製

「はるいろ」とご明記下さい

友禅和紙ティッシュ入　￥600
10009 ﾛｯﾄ10

9.5×13㎝、ティッシュ1個入、日本製

「はるいろ」とご明記下さい

和紙六角箱（大）はるいろ　￥800

7104 ﾛｯﾄ10

直径13×深さ6㎝、日本製

友禅フォトスタンド　￥850
5216 ﾛｯﾄ10

和紙トレーはるいろ　￥600 13×17㎝、縦横兼用、日本製

7103 「はるいろ」とご明記下さい

ﾛｯﾄ10

13.5×13.5×2㎝、日本製 友禅名刺入　￥600

10003 ﾛｯﾄ10

7×11㎝、日本製

「はるいろ」とご明記下さい

べんりマグネット べんりマグネット べんりマグネット べんりマグネット
丸　友禅　1個￥400 花　友禅　1個￥400 ハート　友禅　1個￥400 四角　友禅　1個￥400
12329 ﾛｯﾄ10 12333 ﾛｯﾄ10 12335 ﾛｯﾄ10 12412 ﾛｯﾄ10

直径5㎝、日本製 直径5.5㎝、日本製 直径5㎝、日本製 3.5×3.5㎝、日本製

「はるいろ」とご明記下さい 「はるいろ」とご明記下さい 「はるいろ」とご明記下さい 「はるいろ」とご明記下さい

どれも人気のロングセラー商品

春のコーナー作りにおすすめですよ
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粋粋通信



ダブルよしこオススメ！！五月商品
この金鯉のｼﾘｰｽﾞは私が考えました！！ いしかわよしこ　　みのわよしこ

今、店頭では動きのある飾り物が人気という情報が

続々入ってきていましたので、躍動感をだしてみました。 出世鯉富士山

ぜひ、「こんなの欲しい」とどんどん営業担当者に教えて下さいませ！ 屏風付　￥1,500

頑張って形にしていきます！ 20418
ﾛｯﾄ10

わんぱく坊や 13.3×6.5×11㎝

モビール　\2,300 日本製

20419
ﾛｯﾄ：10

直径12.5×高さ14㎝

日本製

そうなんです！！
動きのある飾り物が欲しいとのご要望が
多いので、新作張子も躍動感があって
威勢がよく、オススメです

ゆらゆらするよ
ゆうらん鯉　\5,000

20413 ﾛｯﾄ：5

30cm×20cm×8cm

子供が左右に揺れるよ  鯉と雲乗り童が揺れるよ
鯉乗りゴロー　\4,000 振り子ボーヤ　\3,800

20411 ﾛｯﾄ：5 20412 ﾛｯﾄ：5

20cm×26cm×10cm 30cm×20cm×8cm

「こいのぼり」のメロディに
のって、子鯉が引っ張られるよ
ハリコオルゴール \3,800

20416 ﾛｯﾄ：5

親鯉　11.7cm×7cm×7cm、中鯉　8cm×4.5cm×5cm、子鯉　5.5cm×3cm×3.5cm
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ダブルよしこオススメ！！五月商品
いしかわよしこ　　みのわよしこ

こちらの赤ちゃんが当社のイケメン
武将・・・もとい（＾＾）営業マン

友禅和紙 佐藤の息子ちゃんです❤
フォトスタンド五月　\1,100 石川紙業のアイドルで昼休みに
20399 ﾛｯﾄ：10 会えた日には、みなメロメロです❤
13×17㎝、緑系柄アソート、日本製

顔まで和紙になったよ
新・和紙お手玉かぶと

友禅和紙　\600

20400 ﾛｯﾄ：10

ｻｲｽﾞ：高さ6㎝、日本製

POPでかわいいよ
ミニ和紙

ころころこいのぼり

集めて楽しい、吊るし飾り 台付　\1,100

五月継ぎ飾り　1個￥500 20406 ﾛｯﾄ：10

20037富士と鯉のぼり ｻｲｽﾞ：直径9.5×高8㎝

8878こいのぼり 日本製

8880金太郎とくま
8879かぶと
ﾛｯﾄ10

11×6．5㎝、日本製

かわいくて胸キュン
和紙ぷち金太郎と

くま飾りミニ　￥700

20044 ﾛｯﾄ：10

8×8×6.5㎝、日本製

和紙起き上りころころ

金太郎とくま　￥1,200

8868 ﾛｯﾄ：10

14.5×12×6㎝、日本製
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大人気シリーズの新作！

モダンで粋な柄で封筒としても使えます

和紙のし袋　花しらべ　\300
ﾛｯﾄ10　　

38.5×17㎝、3枚入、日本製

春①13423　　 春②13424　　　 夏①13425　　　秋①13426　　　秋②13427　　　　冬①13428

友禅和紙の表紙のアルバムです！

記念写真はやっぱりアルバムにして

残したいですね。お祝いにオススメ

友禅和紙アルバムSS \ 2,000 友禅和紙アルバムS　\2,500

7102 ﾛｯﾄ10 7101 ﾛｯﾄ10

　表紙外寸17×15.6㎝ 　表紙外寸17×21.6㎝

　台紙枚数12枚綴 　台紙枚数12枚綴

　収納枚数ＥＬサイズ24枚 　収納枚数ＥＬサイズ48枚

母の日のプレゼントにおすすめ

和紙六角箱（大）はるいろ　\800

7104
ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ直径13×深さ6㎝、日本製

進学・就職・転勤などの季節に必需品ですよ（＾＾）

ひとこと箋　十二単つつじ　￥400 鍵やアクセサリー置きに

9727 和紙トレイ（小）
ﾛｯﾄ10 はるいろ　\600
ひとこと箋12×14㎝、12枚 7103
ミニ封筒6.5×11㎝、3枚、日本製 ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ13.5×13.5×2㎝、日本製

石川紙業株式会社

2016年春カタログ
春の観光シーズンに売り場を華やかに彩る和雑貨を
ご紹介します

NEW
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春おすすめ品
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20264ピンク20263赤

衣装こけしほがらか
1体2500円
ﾛｯﾄ1

ｻｲｽﾞ：直径6×高さ18㎝ 日本製

20260赤 20261ピンク

着物を着つけたこけし人形は
海外の方におおウケですよ
衣装こけしおすまし
1体2500円
ﾛｯﾄ1

ｻｲｽﾞ：直径5×高さ16.5㎝ 日本製

和紙かえる仲良し
飾りミニ 700円
20226 ﾛｯﾄ：10

8×8×6.5㎝、日本製

和紙お手玉うさぎ
（友禅）500円
20199 ﾛｯﾄ：30

高さ8㎝、日本製

アソート

幸運を呼ぶこぶたちゃん
ふっくらこぶた450円
20206 ﾛｯﾄ25

高さ2.5㎝、日本製

敷き紙クローバー￥450

4096 ロット10

直径10㎝、4色×5枚、日本製

敷き紙楊枝セット

(さくら)￥500

4194 ロット10

直径11㎝、4色各5枚、楊枝3本、
日本製

友禅和紙衣装こけし
笑顔 2500円
20364
ﾛｯﾄ1

ｻｲｽﾞ：直径5×高さ16㎝

日本製

友禅和紙衣装こけし
静か 2500円
20365
ｻﾛｯﾄ1

ｻｲｽﾞ：直径5×高さ16㎝

日本製

和紙仲良しかえる衝立 ¥850
20280 ﾛｯﾄ：10

11×18.7㎝、日本製

和紙こけし（大）

￥950

20273 ロット5

直径5×高さ13㎝、日本製

和紙こけし（小）

￥650

20272 ロット10

直径3×高さ7.5㎝、日本製

衣装こけしペア飾りミニ ¥850
20274 ﾛｯﾄ：10

直径4.5×4.5㎝、日本製



花しらべ　切り絵　シリーズ
華やかな花がモチーフのシリーズ。春の売り場にぴったりですよ。

＊写真は、イメージです。

懐紙　花しらべ切り絵　\270
14.5×17.5㎝、30枚、日本製 ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ4431

バラ4430

ダリア4432

便箋　花しらべ切り絵　\270
14.5×17.5㎝、30枚、日本製

バラ9708

ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ9709

ダリア9710                 13350               13351

のし袋・ポチ袋・ひとふみ箋・レターセットもあるよ（＾＾）
ぜひ、シリーズで並べてみて下さい。注目度アップしますよ。

13346 9694 9702

和紙のし袋 粋ひとふみ箋 粋レターセット       13352                13353               13354
花しらべ切り絵　￥300 花しらべ切り絵　￥400 花しらべ切り絵　￥450 和紙ポチ
ﾛｯﾄ：10 ﾛｯﾄ：10 ﾛｯﾄ：10 花しらべ切り絵　1個￥250
3枚入、全6柄あり 20枚入、全6柄あり 便箋10枚、封筒3枚入、全6柄あり ﾛｯﾄ：10
封筒としても使用できますよ 3枚入
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2016年 春カタログ

和紙しおり文香
切り絵 1個300円
11140 ﾛｯﾄ：30

柄6種、3色アソート、日本製

香りの老舗日本香堂の梅の花の香り

石川紙業株式

季ごころ屋切り絵
はんかち ￥500

10159チューリップ
ロット10
20×20㎝、綿100%、
日本製

10158ダリア 10157ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ

10156バラ



今月のトピックス

経済産業省より地域産業資源活用事業計画を認定いただきました！

　当社の事業計画「美濃和紙の加工技術を用いた立
体小物の製造・販売事業」が、経済産業局の平成
27年度第3回「地域産業資源活用事業計画」の認定
をいただきました！これも、一つひとつ手作りした
美濃和紙雑貨を、元気なお客様に販売していただい
てるおかげです。経済産業省の力をいただき、ます
ますお客様のご貢献ができるよう頑張っていきます
ので、これからもどうかよろしくお願い申し上げま
す。

ちびまる子ちゃんの美濃和紙こけし香港で販売！

　アニメ製作会社の日本アニメーション（株）のご
依頼で、美濃和紙の衣装こけしのちびまる子ちゃん
を作成！ちびまる子ちゃんは香港でも大人気です！
1月21日～24日に美濃和紙雑貨職人としてお招き
いただき、香港に行ってまいりました。現地の
ショッピングモール「ウィンザーハウス」にて、美
濃和紙こけしの作成実演、和紙ころころ作成実演、
また美濃和紙の取材を受けてまいりました。香港で
も、日本語「かわいい！」が使われていて、当社の
商品に「KAWAII!!」と笑顔がたくさん生まれ、至
福の時間を過ごしてきました(^^)/

東京インターナショナルギフトショー春２０１６出展ありがとうございました！

ご来訪をいただきましたお客様、誠にありがとうございましたm(__)m　

皆様に当社と商品を知っていただき、たくさんの方々に

笑顔と元気をプレゼントができました。深く感謝を申し上げます。

新作五月節句、おひなさま、衣装こけし、和文具のし袋の新シリーズ、

インバウンド・海外観光客向け新商品ちぎり絵を展示させていただきました。

展示会の様子はブログでご覧いただけます。ぜひご覧くださいませ↓↓↓
http://www.ishikawa-shigyo.com/news/detail_33.html

プレミアム・インセンティブショー出展いたします！ 

ただいま当社商品を、オリジナルでノベルティ・販売促進に
使われているお客様が増えているため、4月13日～16日に、
東京・池袋サンシャインシティで行われる、プレミアム・
インセンティブショー出展いたします！
あたらしい提案をいたしますので、ぜひご期待ください(^^)/
第53回プレミアム・インセンティブショーホームページ
http://www.pishow.com/53pi/index.htm
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春は何かと入り用ですよ

のし袋・ポチ袋キャンペーン キャンペーン期間：2月1日～3月31日

花しらべのし袋
切り絵33337 　　　　　なごみねこ33338　　　　　　なごみいぬ33339　　　 小粋BOXセット　￥18,000

33340
のし袋6種各10枚

　

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 2015.2.20

こんにちは！社長の石川道大です(^^)/
今号は営業の星、佐藤翔さんを紹介します！佐藤翔さんは、ものすごく歴史がくわしい。
とくにお城と武将が大好き(^^) 一度「岐阜県の山城写真集」をお貸ししたところ、

表紙の写真でどのお城か当ててしまいました！ス、スゴイ！
大好きな武将は、清水宗治（しみずむねはる）と熱く即答！その理由は、かっこよいので、
ぜひ営業で佐藤さんに聞いてみて下さい(^-^) とってもやさしい二枚目です。
これからもどうか佐藤君をよろしくお願いいたします。

佐藤

進学・就職・転勤など春は何かとのし袋を使う機会が多いですね。

そこで、BOXやポケットでお客様の手の届きやすい場所に陳列して頂きたい！！

お得なセットでご提供させて頂きます！

のし袋3種各5枚、ポチ袋6種各5枚（税抜き14,500円）で

ウォールポケットプレゼント



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

2016年　粋粋通信3月号　NO376　注文書
1ページ 今月の新作　 ４ページ 春カタログ　ピックアップ

ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 注文数 13423 和紙のし袋　花しらべ　春① ¥300

10005 友禅和紙懐紙入　はるいろ ¥900 13424 和紙のし袋　花しらべ　春② ¥300

10009 友禅和紙ティッシュ入はるいろ ¥600 13425 和紙のし袋　花しらべ　夏① ¥300

5216 友禅和紙フォトスタンドはるいろ ¥850 13426 和紙のし袋　花しらべ　秋① ¥300

7104 和紙六角箱（大）はるいろ ¥800 13427 和紙のし袋　花しらべ　秋② ¥300

7103 和紙トレイ　はるいろ ¥600 13428 和紙のし袋　花しらべ　冬① ¥300

10003 友禅和紙名刺入はるいろ ¥600 7102 友禅和紙アルバム　ＳＳ ¥2,000

12329 べんりマグネット　丸　友禅和紙はるいろ ¥400 7101 友禅和紙アルバム　Ｓ ¥2,500

12333 べんりマグネット　花　友禅和紙はるいろ ¥400 9726 ひとこと箋　十二単　さくら ¥400

12335 べんりマグネット　ハート　友禅和紙はるいろ ¥400 9727 ひとこと箋　十二単　つつじ ¥400

12412 べんりマグネット　四角　友禅和紙はるいろ ¥400 7104 和紙六角箱（大）はるいろ ¥800

2ページ Wよしこオススメ五月商品 7103 和紙トレイ　はるいろ ¥600

20419 わんぱく坊やモビール ¥2,300 5ページ 春カタログ　ピックアップ

20418 出世鯉富士山屏風付 ¥1,500 20263 衣装こけし　おすまし　赤 ¥2,500

20411 鯉乗りゴロー ¥4,000 20264 衣装こけし　おすまし　ﾋﾟﾝｸ ¥2,500

20412 振り子ボーヤ ¥3,800 20260 衣装こけし　ほがらか　赤 ¥2,500

20413 ゆうらん鯉 ¥5,000 20261 衣装こけし　ほがらか　ﾋﾟﾝｸ ¥2,500

20416 ハリコオルゴール ¥3,800 20364 友禅和紙衣装こけし笑顔 ¥2,500

３ページ Wよしこオススメ五月商品 20365 友禅和紙衣装こけし静か ¥2,500

20399 友禅和紙フォトスタンド五月 ¥1,100 20272 和紙こけし（小） ¥650

20400 新・和紙お手玉かぶと（友禅和紙） ¥600 20273 和紙こけし（大） ¥950

20037 五月継ぎ飾り　富士とこいのぼり ¥500 4096 敷き紙　クローバー ¥450

8878 五月継ぎ飾りこいのぼり ¥500 4194 敷き紙楊枝セット（さくら） ¥500

8880 五月継ぎ飾り金太郎とくま ¥500 20274 衣装こけしペア飾りミニ ¥850

8879 五月継ぎ飾りかぶと ¥500 20206 ふっくらこぶた ¥450

20044 和紙ぷち金太郎とくま飾りミニ ¥700 20199 和紙お手玉うさぎ（友禅） ¥500

20406 ミニ和紙ころころこいのぼり台付 ¥1,100 20226 和紙かえる仲良し飾りミニ ¥700

8868 和紙起き上がりころころ金太郎とくま ¥1,200 20280 和紙仲良しかえる衝立 ¥850

6ページ 春カタログ　ピックアップ

↓ご希望のお客様は下記に☑チェックを入れて下さいませ 4430 懐紙　花しらべ切り絵　バラ ¥270

美濃和紙ブランドシール 4431 懐紙　花しらべ切り絵　ラナンキュラス ¥270

4432 懐紙　花しらべ切り絵　ダリア ¥270

11140 和紙しおり文香　切り絵 ¥300

貴社名 9708 便箋　花しらべ切り絵　バラ ¥270

9709 便箋　花しらべ切り絵　ラナンキュラス ¥270

9710 便箋　花しらべ切り絵　ダリア ¥270

電話番号 10159 季ごころ屋切り絵はんかちﾁｭｰﾘｯﾌﾟ ¥500

10156 季ごころ屋切り絵はんかちﾊﾞﾗ ¥500

10158 季ごころ屋切り絵はんかちﾀﾞﾘｱ ¥500

希望納期 10157 季ごころ屋切り絵はんかちﾗﾅﾝｷｭﾗｽ ¥500

13346 和紙のし袋花しらべ切り絵④ ¥300

この他のご注文どしどしおまちしてます！ 9694 粋ひとふみ箋花しらべ切り絵① ¥400

↓下記の空欄にご記入下さいませ 9702 粋レターセット花しらべ切り絵③ ¥450

13349 和紙ポチ袋花しらべ切り絵① ¥250

13350 和紙ポチ袋花しらべ切り絵② ¥250

13351 和紙ポチ袋花しらべ切り絵③ ¥250

13352 和紙ポチ袋花しらべ切り絵④ ¥250

13353 和紙ポチ袋花しらべ切り絵⑤ ¥250

13354 和紙ポチ袋花しらべ切り絵⑥ ¥250

8ページ のし袋・ポチ袋キャンペーン

33337 切り絵ｼﾘｰｽﾞのし･ポチ袋Wﾊｰﾌｾｯﾄ ¥14,500

33338 なごみｼﾘｰｽﾞ のし・ポチ袋Wﾊｰﾌｾｯﾄ ¥14,500

33339 なごみいぬｼﾘｰｽﾞのし･ポチ袋Wﾊｰﾌｾｯﾄ ¥14,500

33340 花しらべ　のし袋小粋BOXｾｯﾄ ¥18,000


