
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　　夏のキャンペーン・ギフトショー出展のお知らせ
３P　　今月のお手紙・こぼれ話

2016年　8月号  NO.381 ４P～　2016年秋カタログ
今月のテーマ「お気に入りの場所」

今月の新作
和紙ころころに国民的アニメちびまる子ちゃんが登場です！！
次号では、花輪クン、野口さん登場するよ（＾＾）

１月に香港でちびまる子ちゃん
プロモーションに参加。
その大人気ぶりに感激！

国内だけでなく、
インバウンド海外客にも、
おすすめです！

和紙ころころちびまる子ちゃん笑顔　￥800
20539 ロット10

直径５㎝、日本製

和紙ころころちびまる子ちゃんあせり　￥800
20540 ロット10

直径５㎝、日本製

大人気のはりこーしかが招き猫に！！

はりこーシカ招き猫(白)　\3,000 はりこーシカ招き猫(柄)　\3,500
20553 ロット1 20554 ロット1

赤座布団10×10㎝、猫直径8×高さ11.5㎝に4匹入ってます 赤座布団10×10㎝、猫直径8×高さ11.5㎝に4匹入ってます

ブチ キン 　　　　タロ シロ タマ 　　ミケ
まめまねき　1個\600

20555 ロット10

4×4×７㎝、塩ビケース入、アソート

豊かな日本の心をプレゼント
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粋粋通信

国・地域資源活用

事業計画認定企業

マグネット入座布団で

しっかりお座りしてます

ニャン



夏のキャンペーン2016  第2弾
期間：2016年6月20日～8月31日
申込方法：添付の注文書にチェック頂いてＦＡＸ、またはご注文の際にサービス名をご記入頂きＦＡＸ

①送料半額サービスキャンペーン
お客様のお声を感謝を込めて形にしました。
「発注したいけど、この時期送料分荷物がまとまらない(T_T)」お客様に

送料の半分を当社が負担します。

②こけしPOPサービスキャンペーン
お客様に伝えたい私達のこけしへの思いをポップにしました

こけし5体以上お買い上げのお客様に、A4サイズのPOPを
サービスします。
ポップはお店の売り上げに貢献しますよ。

国際雑貨EXPOのお礼

ギフトショー出展のお知らせ

去る2016年7月6日～7月8日に東京ビッグサイトにおきまして開催

されました、『2016雑貨ＥＸＰＯ』に大変多くの皆様にお越しいた

だきまして誠にありがとうございました。営業部一同感謝申し上げま

す。 毎年7月のこのショーに干支商品の新作を出展いたしますが、

今年は皆様の関心が特に高く商品の出来栄えをお褒め頂きました。ま

た、こけし商品、和紙ころころ商品はインバウンド向けの商品として

今回も大変ご好評いただきました。 また9月(7.8.9日)にも東京ギフ

トショーへ出展をいたします。 より多くお客様にお会いできること

を楽しみにしております。 営業部 田内、箕輪、佐藤

ギフトショー出展のお知らせ
どんどん新作発表していきます！！下記のブースでお待ちしてます！！

ブースNO 伝統とモダンの日本ブランド
東４-T30-04

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

豊かな日本の心をプレゼント
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ご家族連れや国内旅行者、海外旅行者たくさんの方々に美濃和紙雑貨体験

をして頂いております。お客様のお声から、和紙ころころ組立キット販売

開始。販売とともにワークショップを開催されたい方におすすめです！今

号に掲載してますので、ぜひお試しを。

現在手作り体験は、和紙ころころ こぐま、こねこ、ペンギン、柴犬、か

ぐや姫、かぶと、パンダ、金魚、ふくろう、うさぎ、こいのぼり（赤）

（青）、かえる、うだつくん、美濃せんじゅ丸の１５種類。そして、和紙

皿もあるので、全１６種類できます。６００種類の商品を並べております

ので、ぜひ岐阜県に来た際はお寄りくださいませ(^^)/

妻のアイディアで、自宅ののれんをショップに！夏の風の中に舞うのれん

は涼し気で、とても喜んでいるように見えます(^^)

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



出荷部：南

　

←1956年石川紙業社内の出荷写真
当時も女性が活躍していました(^^)

お気に入りの場所

石川社長のわくわく通信 2016.7.20

こんにちは！社長の石川です(^^)/ 当社は、全国47都

道府県2015年は672社のお客様と、1,663種類の商品種

類のお取引がありました！すごい数字ですね。紙、印刷

物をのぞくとすべてが手作り商品ですから、日本？世

界？にめずらしい会社です。生活雑貨、人形飾り、和文

具、ちぎり絵、干支、おひなさま、五月人形…、これだけ

の分野のメーカーは、岐阜県紙業連合会、他の紙業界

に他にありません。つまり、和紙業界の中で、最大の総

合手作りメーカーといえるでしょう！

その多種多数の出荷を、ひとつひとつ心をこめて、皆

様へ出荷するのが、当社自慢の出荷部！専務のもと、

部長松山、新人ながらスキル高い南が活躍！松山部長

と南さんですが、スポーツ大好き運動神経抜群の人物。

沈着冷静さと行動力を必要とされる出荷ですが、二人を

見ていると「さすがだなぁ～！」と感心します。

バレーでは時々アタッカーのポジションに立つと 暑くも寒くもない、曇り空の美濃町。
なんだか落ち着きません。 ミステリアスな味わい。
やっぱりバックセンターでボールをひろいまくりますよ～ 社長いしかわ
落ち着く場所でした（笑）

出荷：松山 城好きの自分にとって我が家の２階です。

窓からのぞいて見えるのは

岐阜県可児市の花フェスタ記念公園です。 小倉城！！

バラのシーズンはもちろんですが、多少 それが今の家を選んだ理由です

シーズンがずれてても、その時々の自然 営業さとう

営業田内 の豊かさが楽しめ、本当に落ち着ける

場所です。 家の縁側

今は少々暑いですが（朝方は涼しい）冬場はそこで本を読んだり

ネコとたわむれたりしています。暖房いらずです。

は思いつきませんが 営業箕輪

愛犬のお気に入りの場所は
近所の極楽園という公園と 布団の上でごろごろ。

生産ふるた 誕生神社です！ お気に入りの場所というよりは

名前からしてホットスポットかも ただただもう休みたい・・・

生産しみず

お盆休み
誠に勝手ながら弊社のお盆休みは下記の通り休業とさせて戴きます。
期間中は大変ご不便おかけいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

8月13日(土)～8月17日(水)

五月商品企画開始しました！
こんな商品が欲しい！！アイデア募集中！

豊かな日本の心をプレゼント

佐藤
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2016年　石川紙業株式会社

秋の新作

和紙ころころ 和紙ころころ 和紙ころころ
ミニ福ろう　￥400 ミニねこ　￥400 ミニうさぎ　￥400

20504 ﾛｯﾄ：20　 20549 ﾛｯﾄ：20　 20548 ﾛｯﾄ：20　

ｻｲｽﾞ3.5×3.5×4㎝ ｻｲｽﾞ3.5×3.5×4㎝ ｻｲｽﾞ3.5×3.5×5㎝

日本製 日本製 日本製

ちりめんモビール
和紙仲良し福ろう 仲良し福ろう　\1,800
衝立　￥850 20552 ﾛｯﾄ：10　

20551 ﾛｯﾄ：10　 ｻｲｽﾞ11×17.5㎝

ｻｲｽﾞ11×17.5㎝ 日本製

日本製

大人気の和紙ころころ

にミニサイズ登場！！

たくさん並べると注目

度アップ！！

NEW

NEW
NEW

和紙ころころキット 和紙ころころキット 和紙ころころキット
かぐや姫　\600 忍者　\600 こねこ　\600

55155 ﾛｯﾄ：10　 55156 ﾛｯﾄ：10　 55157 ﾛｯﾄ：10　

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

NEW
大人気の和紙ころころの手作りキット

和紙ころころうさぎキット1個¥600

55154 ﾛｯﾄ10
高さ7㎝、２色アソート、日本製

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     



2016年　石川紙業株式会社

秋のおすすめ

2016年
秋柄セレクション
大好評のセレクト友禅柄ｼﾘｰｽﾞ。
秋は、5柄5ｱｲﾃﾑです。
売り場のテーマ作りができ、お客様の注文度アップしますよ

ご注文の際は商品名と柄の名称をご記入下さい。
*商品の仕様はカタログをご参照下さいませ
ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代

10101 和紙めがねケース（友禅） ¥750 和紙のし袋花しらべ　\300
7109 和紙ペントレイ ¥500 秋①13426②13427

10003 友禅和紙名刺入 ¥600 ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ8.5×17㎝、日本製

10005 友禅和紙懐紙入 ¥900
5216 友禅和紙フォトスタンド ¥850

ちぎり絵タペストリー（小）
福ろう　￥1,500

11261 ﾛｯﾄ10
ｻｲｽﾞ15×40㎝、日本製

紅葉

豊かな日本の心をプレゼント

格子
(紫)

とんぼ

うさぎ草花

NEW

豊かな日本の心をプレゼント
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2016年　石川紙業株式会社

秋のおすすめ
敷き紙　もみじ　￥450 敷き紙楊枝セット(もみじ)　￥500

4095 ロット10 4196 ロット10

直径10㎝、4色×5枚 直径10㎝、4色各5枚、楊枝3本、日本製

季ごころ屋小紋柄てぬぐい１枚￥３５０
ﾛｯﾄ：10

四季彩屏風(大） 33×90㎝、綿100％、日本製、40柄あります

秋　￥400

5230 ちぎり絵タペストリー(小)

ロット10、20×11.5㎝、日本製 紅葉　￥1500

11242 ロット10

約15×40㎝、日本製

彩うさぎメモ帳　￥400

7098 ロット10

10118

ＮＯ．19 うさぎ

ＮＯ．43
ももうさぎ

7098
12×8㎝、5色アソート、色付和紙60枚、日本製

うさぎメモ帳　￥400

7066 ロット10

12×8㎝、4色アソート

色付和紙60枚、日本製

季ごころ屋　うさぎ物語　巾着　￥750

10151 ロット5 厄除けとうがらし　1個￥300

21×20㎝、日本製 12176 ロット30

長さ15.5㎝、日本製

豊かな日本の心をプレゼント
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2016年　石川紙業株式会社　秋カタログ

月うさぎ

¥1,500 ¥1,300 ¥1,800

20519 ﾛｯﾄ： 10 20521 ﾛｯﾄ： 10 20517 ﾛｯﾄ： 10
約17×13×8㎝、日本製 約19×13×11.5㎝、日本製 14.5×11.5×8.5㎝、日本製

和紙ころころうさぎ台・屏風付
ちりめんお手玉うさぎ
台・屏風付 ふっくらうさぎドームケース入

お月見

日本では月が見えるところに月見団子と
ススキを飾ったり、季節の収穫物を備えたりして、
酒宴を設けて月を鑑賞します。
雨が降った場合には「雨月」、
曇って月が見えない場合には「無月」
と呼んでかすかに見える月を楽しむそうです。

豊かな日本の心ですね。海外のお客様にも、
ぜひ日本の文化を発信していきたいですね。

NEW
NEW

NEW

ちぎり絵タペストリー(小）

お月見 ¥1,500

11243 ﾛｯﾄ10
約15×40㎝、日本製

ちぎり絵小色紙

お月見 ¥800

5178 ﾛｯﾄ10
13.5×12㎝、スタンド付、日本製

8354 ﾛｯﾄ： 10 20550 ﾛｯﾄ： 10
高さ７㎝、アソート、日本製 直径約3㎝、日本製

和紙ころころうさぎ　1個\600 和紙べんりマグネット仲良しうさぎ　￥500

←紅白まんじゅう
みたいでしょ（＾＾）

お花をどうぞ

ちりめんお手玉

ふっくらうさぎ 1個¥500

12670 ﾛｯﾄ30
直径5×高さ4㎝
赤・白アソート、日本製

ちりめんお手玉

花うさぎ 1個¥450

12386 ﾛｯﾄ30
直径5×高さ6㎝
多色アソート、日本製

ちりめんお手玉

うさぎ 1個¥550

2388 ﾛｯﾄ30
高さ7㎝
3色アソート、日本製

ちりめんお手玉幸せうさぎ 1個¥450

12671 ﾛｯﾄ30
高さ6㎝、多色アソート、日本製

NEW

豊かな日本の心をプレゼント
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2016年　石川紙業株式会社　秋カタログ

ふくろう
ふくろうは賢い鳥であり、目が効くことから、「未来を予見する、開拓する」という昔から縁起の良い動物。

その名も「不苦労」「福来郎」という語呂合わせもでき、開運招福の縁起ものとしても根強い人気があります。

和紙のし袋縁起物語 和紙ポチ袋縁起物語

七転八起！ 福ろう　\300 福ろう　\250

福ろう界のスーパースター 13317 ロット10 13230 ロット10

和紙ころころ 9×18㎝、3枚、日本製 6.5×10.5㎝、3枚、日本製 和紙のし袋ふくろう物語

ふくろう　\600 ありがとう￥300

8537 ﾛｯﾄ10 13206 ロット10

直径5㎝、日本製 9×18㎝、3枚、日本製

2015年9月1日価格改訂

和紙ポチ袋ふくろう物語

お礼です￥250

13214 ロット10

6.5×11㎝、3枚、日本製

季ごころ屋

目力強いよ 小紋柄てぬぐい　\350
紙風船福ふくろう NO.32　ふくろう

(一枚入)　￥250 10118 ﾛｯﾄ10

6145 33×90㎝、綿100％、日本製

ロット12、直径21㎝

敬老の日

藍染めお手玉 藍染めお手玉 敬老てぬぐいギフトセット　1個￥800

おじいちゃん　\400 おばあちゃん　\400 おじいちゃん12183、おばあちゃん12184
12181 ﾛｯﾄ30 12182 ﾛｯﾄ30 ﾛｯﾄ10

直径5×4㎝、日本製 直径5×4㎝、日本製 てぬぐい33×90㎝、綿100％、日本製

お手玉直径5×4㎝、日本製

豊かな日本の心をプレゼント豊かな日本の心をプレゼント
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石川紙業　（株）　宛　　　　ＦＡＸ　：　０５７５－３５－１３６３
ＴＥＬ　： ０５７５－３３－０２２８

2016年　粋粋通信8月号　NO381　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

20540 和紙ころころちびまる子ちゃんあせり ¥800 5ページ 秋のおすすめ 柄 注文数

20539 和紙ころころちびまる子ちゃん笑顔 ¥800 13426 和紙のし袋　花しらべ　秋① ¥300

20553 はりこーシカ招き猫(白) ¥3,000 13426 和紙のし袋　花しらべ　秋① ¥300

20554 はりこ―シカ招き猫(柄) ¥3,500 10101 和紙めがねケース（友禅） ¥750

20555 まめまねき ¥600 7109 和紙ペントレイ ¥500

2ページ 夏のキャンペーン2016 10003 友禅和紙名刺入 ¥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 10005 友禅和紙懐紙入 ¥900

送料半額サービス 5216 友禅和紙フォトスタンド ¥850

こけしＰＯＰサービス 6ページ 秋のおすすめ

4095 敷き紙　もみじ ¥450

4ページ 2016年秋の新作 4196 敷き紙楊枝セット（もみじ） ¥500

20504 和紙ころころミニ福ろう ¥400 10118 季ごころ屋　小紋柄てぬぐい ¥350 NO19うさぎ

20549 和紙ころころミニねこ ¥400 10118 季ごころ屋　小紋柄てぬぐい ¥350 NO43ももうさぎ

20548 和紙ころころミニうさぎ ¥400 5230 四季彩屏風（大）秋 ¥400

20551 和紙仲良し福ろう衝立 ¥850 7098 彩うさぎメモ帳 ¥400

20552 ちりめんモビール仲良し福ろう ¥1,800 7066 うさぎメモ帳 ¥400

55154 和紙ころころうさぎキット ¥600 11242 ちぎり絵タペストリー(小）紅葉 ¥1,500

55155 和紙ころころかぐや姫キット ¥600 10151 季ごころ屋うさぎ物語　巾着 ¥750

55156 和紙ころころ忍者キット ¥600 12176 厄除けとうがらし ¥300

55157 和紙ころころこねこキット ¥600 7ページ 月うさぎ

20519 和紙ころころうさぎ台・屏風付 ¥1,500

↓ご希望のお客様は下記に☑チェックを入れて下さいませ 20521 ちりめんお手玉うさぎ台・屏風付 ¥1,300

美濃和紙ブランドシール 20517 ふっくらうさぎドームケース入 ¥1,800

干支酉サンプル7月発送 5178 ちぎり絵小色紙　お月見 ¥800

11243 ちぎり絵タペストリー(小）お月見 ¥1,500

12671 ちりめんお手玉　幸せうさぎ ¥450

2388 ちりめんお手玉　うさぎ ¥550

12670 ちりめんお手玉ふっくらうさぎ ¥500

8354 和紙ころころうさぎ ¥600

20550 べんりマグネットうさぎ(２個ｾｯﾄ） ¥500

12386 ちりめんお手玉花うさぎ ¥450

8ページ ふくろう

8537 和紙ころころふくろう ¥600

13317 和紙のし袋　縁起物語　福ろう ¥300

13230 和紙ポチ袋　縁起物語　福ろう ¥250

13214 和紙ポチ袋　ふくろう物語　お礼です ¥250

貴社名 13206 和紙のし袋　ふくろう物語　ありがとう ¥300

6145 紙風船　福ふくろう（一枚入） ¥250

10118 季ごころ屋　小紋柄てぬぐい ¥350 NO32ふくろう

電話番号 12181 藍染めお手玉　おじいちゃん ¥400

12182 藍染めお手玉　おばあちゃん ¥400

12183 敬老てぬぐいギフトセットおじいちゃん ¥800

希望納期 12184 敬老てぬぐいギフトセットおばあちゃん ¥800


