
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　今月のオススメ
４P　お便りとこぼれ話

2016年　6月号  NO.379 5P　夏のキャンペーン
今月のこぼれ話テーマは「アジサイの花の色と言えば…」 6P　価格改訂のご連絡

2020年に向けた販促品＆インバウンド商品コンテスト大賞受賞！！衣装こけし新作できました！

衣装こけし　1体2,500円
ﾛｯﾄ：1　　ｻｲｽﾞ高さ約18㎝
日本製

こけしに着物を着つけています。
豊かな日本の心をプレゼント

小町20441 小粋20442 若侍　20424 侍　20423

ほがらか ほがらか ほがらか おすまし おすまし おすまし 静か 静か 静か 美濃和紙衣装こけし

赤20260 ﾋﾟﾝｸ20261 紫20262 赤20263 ﾋﾟﾝｸ20264 黄20265 赤20367 青20368 黒20369 笑顔20364　　静か20365

和紙こよりひも彩　￥400
7108
ﾛｯﾄ：10、長さ1.20m、日本製

とっても元気で鮮やかな色なので、
これからの季節にぴったり。
ギフトのラッピングやインテリア・テーブルウエアなどに
結んだり巻いたりして身の回りにあしらうと素敵ですよ！

今年も出展します！干支・縁起商品やインバウンド商品などの新作お楽しみに！

東３ホール　和雑貨ゾーン 営業部一同

小間番号　E66-30

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

E-MAIL　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 　　　URL  www.ishikawa-shigyo.com     

粋粋通信
国・地域資源活用

事業計画認定企業

若さまステキねぇ❤ 侍じゃけん。

お待ちしてます！！



涼しげなてぬぐい雑貨、シリーズで並べてお客様の注目度アップです！

これからの時期におすすめの実用品　　

季ごころ屋ねこ物語 季ごころ屋うさぎ物語

巾着　\750 巾着　\750

10152 ﾛｯﾄ：10 10151 ﾛｯﾄ：10

約21×20㎝、綿100%、日本製 約21×20㎝、綿100%、日本製

季ごころ屋がーセたおる　￥700

ﾛｯﾄ：10

34×80㎝、綿100%、日本製

季ごころ屋がーセはんどたおる　￥500

ﾛｯﾄ：10

30×30㎝、綿100%、日本製

10140ねこ 10141うさぎ

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 　　　E-MAIL　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 　　　URL  www.ishikawa-shigyo.com     

10132ねこ

10128うさぎ

てぬぐいティッシュ入 1個¥600

33322うさぎ、33323ねこ
ﾛｯﾄ10

ポケット有、ティッシュ付、綿100％

折り畳んだサイズ11.5×9㎝、日本製

NEW

こもん巾着 1個¥500

10180

ﾛｯﾄ10、全8柄、12×13㎝

綿100%、生地：文



いよいよ夏がきますよ～！！ぜひ、夏カタログご覧下さいませ！

かえる
和紙仲良しかえる　衝立　￥850

20280

ﾛｯﾄ10　　11×17.5㎝、日本製

和紙ころころかえる

ハミング　1個￥600

8689
ﾛｯﾄ10

高さ6.5センチ、日本製

ちりめん

起き上りカエル　1個￥380

12178

ﾛｯﾄ30　　3×3×5㎝

2色アソート、黄緑・緑、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 　　　E-MAIL　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 　　　URL  www.ishikawa-shigyo.com     

「福かえる・幸せかえる・無事かえる・金運かえる・若がえる
・災い変える」とっても縁起が良いですよ。

和紙ころころかえる￥600

8436

ﾛｯﾄ10

直径5㎝

日本製

かわいくて便利！！

和紙べんりマグネット

かえるちゃん 1個¥400

12708

ﾛｯﾄ10 4×3㎝、日本製

メモがはさめるんだよ̃

和紙だよ

ゆるキャラNO.１

ちりめんお手玉

ふっくらかえる 1個￥500

12714

ﾛｯﾄ10 5.5×2.5㎝、日本製

ごきげんかえるちゃん！！

和紙根付かえるちゃん ¥350

12711

ﾛｯﾄ10

全長約10㎝、日本製

ぴょこん、ぺたん、ぴったんこ～
とのさまカエル、アマガエル、カエルにいろいろあるけれどー

今年の夏も

暑いぞぉ～

にこにこかえるが

幸せ呼ぶよ！

和紙かえる

仲良し飾りミニ ¥700

20226

ﾛｯﾄ10

8×8×6.5㎝、日本製

夏カタログがホームページよりご覧いただけます！ココをク

リックしてから、下へスクロールして下さいませ！

無料ダウンロードできます（＾＾）ご利用くださいませ。



生産部：清水

　

アジサイの花の色と言えば・・・
鉄分で花の色が変わるアジサイ・・

出荷：松山 埋められた拳銃を発見！というミステリー

を読んだことがある・・ 社長いしかわ
紫
梅雨のジメジメした日々には 青色です。
紫色のまるいフォルムのあじさいを 自分の好きな色だからです。
見てリフレッシュします 営業佐藤

営業田内 営業箕輪

七変化ですね。 紫というイメージです。

でも、すぐイメージするのは水色です。 あじさいの季節は紫の花が多い感じがするので

近隣ではあじさいロードなどきれいな所がたくさんありますよ

青に紫に赤紫・・・
土地の性質でかわりますもんね。 生産しみず

花言葉とおり！！ アジサイのイメージは紫ですが、

生産古田 家の庭には、白いガクアジサイを植えてます❤

　2017年　干支酉　サンプル出荷　7月22日発送予定　希望募集中！！
いよいよ、完成しました！今年も盛り沢山です。お楽しみに（＾＾）
ご希望のお客様は、添付注文書希望欄にチェックし、FAX下さいませ。

販売中止商品のご連絡

右の商品が、この度販売中止となります。
永らくご愛顧頂きまして、ありがとうございました。
ますます、お客様に喜んで頂ける商品開発をがんばります
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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
E-MAIL　sｈigyo@jt7.so-net.ne.jp 　　　URL  www.ishikawa-shigyo.com     

石川社長のわくわく通信 2016.5.20

佐藤

こんにちは！社長の石川です(^^)/

生産部部長の清水美里を紹介します。愛称は清水リー

ダー。当社は年間取扱商品1,660種類の中で、企画製

作を担当しています。海外の国立大学で絵画を学んだ

彼女が描く絵や切り絵は、静謐ですてきです。製作した

和文具切り絵シリーズ、うさぎ物語、ねこ物語はとても

人気です。責任感が強く才能豊かな清水リーダー、個

性豊かでそれぞれが企画できる生産部、百人力で器用

な内職の皆さんがいるからこそ、石川紙業の「かわい

い！」商品ができあがります(^^)/

感謝をしておりますm(__)m

日



夏キャンペーン　４/21～7月末
＜キャンペーン内容＞

夏カタログ掲載商品から下代合計2万円以上ご購入のお客様に

下記のお好きな夏色商品どれか1点プレゼント！！

2016年夏・数量限定セレクト友禅柄で
人気のロングセラー商品をピックアップして製作しました。

柄を揃えて「夏の和雑貨コーナー」いかがですか。
注目度アップです。

*ご注文の際は、商品名と下記の名称をご記入下さいませ。

商品アイテム
和紙六角箱(大)￥800　　　　２柄（うずまき/鳥獣戯画）

粋友禅染うちわ￥1,000　　　５柄

友禅フォトスタンド￥850　　　６柄

和紙トレイ(小）￥600　　　　　６柄

友禅和紙ティッシュ入￥600　　６柄

友禅メモ帳￥400　　　６柄

べんりマグネット友禅￥400　　花・丸・星・四角

＊ご注文は添付の注文書をご利用下さいませ。 石川紙業㈱ショップでは、

*各商品の仕様やアイテムにご不明な場合は営業部（田内・箕輪・佐藤）までお問い合わせ下さいませ。 父の日ギフトの提案として

うずまき・小紋・鳥獣戯画

うずまき 格子 蝶 をディスプレイしてます。

来月は、夏祭り向けに

格子・蝶・みずたまを

メインにする予定です。

柄を揃えてディスプレイすると

お客様の注目度が高いです！

みこ

小紋 みずたま 鳥獣戯画

ぜひ、ホームページをご覧ください（＾＾）

美濃和紙友禅紙の色見本ができました。

当社ホームページ画面上の商品紹介・カタログを
クリックして出てきた画面を下へスクロールしますと
当社自慢の美濃和紙友禅染紙のカタログがご覧頂けます。

石川紙業㈱は、美濃和紙を京都の染本に送り、
色柄を細かく指定して染めて頂いています。 
江戸時代に花開いた日本の文化と1300年の伝統に生きる
美濃和紙との融合。こだわりの和紙です。 

石川紙業㈱情報

おひなさま商品企画開始しました！！
お客様の欲しい！売りたい！飾りたい！かわいい商品を製作したいと、社員一同がんばっています！
色々アイデア募集中でーす！！

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
〒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     



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

2016年　粋粋通信6月号　NO379　注文書
1ページ 今月の新作　 この他のご注文どしどしおまちしてます！

ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 注文数 ↓下記にご記入下さいませ

20441 衣装こけし　小町 ¥2,500
３ページ かえる

20442 衣装こけし　小粋 ¥2,500 20280 和紙仲良しかえる衝立 ¥850

20424 衣装こけし　若侍 ¥2,500 8436 和紙ころころかえる ¥600

20423 衣装こけし　侍 ¥2,500 12708 和紙べんりマグネットかえるちゃん ¥400

20260 衣装こけし　ほがらか　赤 ¥2,500 12714 ちりめんふっくらかえる ¥500

20261 衣装こけし　ほがらか　ﾋﾟﾝｸ ¥2,500 20226 和紙かえる仲良し飾りミニ ¥700

20262 衣装こけし　ほがらか　紫 ¥2,500 12711 和紙根付かえるちゃん ¥350

20263 衣装こけし　おすまし　赤 ¥2,500 8689 和紙ころころかえる　ハミング ¥600

20264 衣装こけし　おすまし　ﾋﾟﾝｸ ¥2,500 12178 ちりめん起き上り　カエル ¥380

20265 衣装こけし　おすまし　黄 ¥2,500

20367 衣装こけし静か(赤） ¥2,500 この他のご注文どしどしおまちしてます！

20368 衣装こけし静か(青) ¥2,500 ↓下記にご記入下さいませ

20369 衣装こけし静か(黒） ¥2,500

20364 友禅和紙衣装こけし笑顔 ¥2,500

20365 友禅和紙衣装こけし静か ¥2,500

7108 和紙こよりひも彩 ¥400

2ページ これからの時期におすすめの実用品

10180 季ごころや　こもん巾着 ¥500

33322 てぬぐい　ティシュ入　うさぎ ¥600

33323 てぬぐい　ティシュ入　ねこ ¥600

10152 季ごころ屋ねこ物語　巾着 ¥750

10151 季ごころ屋うさぎ物語　巾着 ¥750

10132 季ごころ屋　ねこ物語　ガーゼたおる ¥700

10128 季ごころ屋　うさぎ物語　ガーゼたおる ¥700

10140 季ごころ屋ガーゼはんどたおる　ねこ ¥500

10141 季ごころ屋ガーゼはんどたおる　うさぎ ¥500

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 干支酉サンプル7月発送



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

2016年　夏キャンペーン　注文書 7月末〆切

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

7106 和紙六角箱（大） うずまき ¥800 33342 粋・友禅染うちわ小判型 みずたま ¥1,000

33342 粋・友禅染うちわ小判型 うずまき ¥1,000 5216 友禅和紙フォトスタンド みずたま ¥850

5216 友禅和紙フォトスタンド うずまき ¥850 7107 和紙トレイ（小） みずたま ¥600

7107 和紙トレイ（小） うずまき ¥600 10005 友禅和紙懐紙入 みずたま ¥900

10009 友禅和紙ティッシュ入 うずまき ¥600 10009 友禅和紙ティッシュ入 みずたま ¥600

7099 友禅メモ帳 うずまき ¥400 7099 友禅メモ帳 みずたま ¥400

12412 べんりマグネット　四角　友禅和紙 うずまき ¥400 12412 べんりマグネット　四角　友禅和紙 みずたま ¥400

12329 べんりマグネット　丸　友禅和紙 うずまき ¥400 12329 べんりマグネット　丸　友禅和紙 みずたま ¥400

12331 べんりマグネット　星　友禅和紙 うずまき ¥400 12331 べんりマグネット　星　友禅和紙 みずたま ¥400

12333 べんりマグネット　花　友禅和紙 うずまき ¥400 12333 べんりマグネット　花　友禅和紙 みずたま ¥400

12335 べんりマグネット　ハート　友禅和紙 みずたま ¥400

33342 粋・友禅染うちわ小判型 格子 ¥1,000 7106 和紙六角箱（大） 鳥獣戯画 ¥800

5216 友禅和紙フォトスタンド 格子 ¥850 5216 友禅和紙フォトスタンド 鳥獣戯画 ¥850

7107 和紙トレイ（小） 格子 ¥600 7107 和紙トレイ（小） 鳥獣戯画 ¥600

10009 友禅和紙ティッシュ入 格子 ¥600 10009 友禅和紙ティッシュ入 鳥獣戯画 ¥600

7099 友禅メモ帳 格子 ¥400 7099 友禅メモ帳 鳥獣戯画 ¥400

12412 べんりマグネット　四角　友禅和紙 格子 ¥400 12412 べんりマグネット　四角　友禅和紙 鳥獣戯画 ¥400

12329 べんりマグネット　丸　友禅和紙 格子 ¥400 12329 べんりマグネット　丸　友禅和紙 鳥獣戯画 ¥400

12331 べんりマグネット　星　友禅和紙 格子 ¥400 12331 べんりマグネット　星　友禅和紙 鳥獣戯画 ¥400

12333 べんりマグネット　花　友禅和紙 格子 ¥400 12333 べんりマグネット　花　友禅和紙 鳥獣戯画 ¥400

33342 粋・友禅染うちわ小判型 蝶 ¥1,000

5216 友禅和紙フォトスタンド 蝶 ¥850

7107 和紙トレイ（小） 蝶 ¥600

10009 友禅和紙ティッシュ入 蝶 ¥600

7099 友禅メモ帳 蝶 ¥400

12412 べんりマグネット　四角　友禅和紙 蝶 ¥400

12329 べんりマグネット　丸　友禅和紙 蝶 ¥400

12331 べんりマグネット　星　友禅和紙 蝶 ¥400

12333 べんりマグネット　花　友禅和紙 蝶 ¥400

33342 粋・友禅染うちわ小判型 小紋 ¥1,000

5216 友禅和紙フォトスタンド 小紋 ¥850

7107 和紙トレイ（小） 小紋 ¥600 ↓ご希望のお客様は下記に☑チェックを入れて下さいませ

10009 友禅和紙ティッシュ入 小紋 ¥600 美濃和紙ブランドシール

7099 友禅メモ帳 小紋 ¥400

12412 べんりマグネット　四角　友禅和紙 小紋 ¥400 2016年夏キャンペーンプレゼント希望商品

12329 べんりマグネット　丸　友禅和紙 小紋 ¥400 ↓↓下記にご記入くださいませ

12331 べんりマグネット　星　友禅和紙 小紋 ¥400

12333 べんりマグネット　花　友禅和紙 小紋 ¥400

貴社名

電話番号

希望納期


