
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　　今月の新作・お知らせ
３P　　人気の干支酉ご紹介

2016年　9月号  NO.382 ４P　　お手紙・こぼれ話
今月のテーマ「一番サプライズだったこと」

今月の新作
2017年手漉き美濃和紙美術カレンダー仕上がりました！！
和紙ｶﾚﾝﾀﾞｰ№596 和紙ｶﾚﾝﾀﾞｰ№598 和紙ｶﾚﾝﾀﾞｰ№600
尾長鶏(黒)　\1,800 吉兆の酉(黒)　\1,500 親子鶏(黒)　\1,500
33345 ﾛｯﾄ1 33347 ﾛｯﾄ1 33349 ﾛｯﾄ1

47×74㎝、日本製 47×74㎝、日本製 47×74㎝、日本製

和紙ｶﾚﾝﾀﾞｰ№599
親子鶏(青)　\1,500
33350 ﾛｯﾄ1

47×74㎝、日本製

和紙ｶﾚﾝﾀﾞｰ№597 和紙ｶﾚﾝﾀﾞｰ№599
尾長鶏(青)　\1,800 吉兆の酉(茶)　\1,500
33346 ﾛｯﾄ1 33348 ﾛｯﾄ1

47×74㎝、日本製 47×74㎝、日本製

数量限定です！お早めに

陶器と美濃和紙がコラボしました！
和紙貼り福酉屏風付\1,800
20532

粋粋通信

20532 ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ18×10×11㎝、日本製

和紙貼り福酉\900
20533 ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ6.5×6.5×5.5㎝、日本製

和紙貼り祝い酉屏風付　\3,000 和紙貼りみやび酉屏風付　\3,000
20530 ﾛｯﾄ5 20531 ﾛｯﾄ5

ｻｲｽﾞ約18×12×14㎝、日本製 ｻｲｽﾞ約18×12×14㎝、日本製

武将マニア！佐藤プロデュース！

念願かない
武将シリーズ作りました！！
カラーや兜にこだわってます！
是非、一度お手元でご覧になって
見てくださいませ！

和紙ころころ 和紙ころころ 和紙ころころ 和紙ころころ

のぶなが \800 ひでよし \800 いえやす \800 みつなり \800
20543 ﾛｯﾄ10 20544 ﾛｯﾄ10 20545 ﾛｯﾄ10 20546 ﾛｯﾄ10

直径約7.5㎝、日本製 直径約7.5㎝、日本製 直径約7.5㎝、日本製 直径約7.5㎝、日本製

豊かな日本の心をプレゼント
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新作！美濃和紙

こけし侍登場！！
人気の美濃和紙こけしにも、侍が欲しい！
と言うご要望にお応えしました！
粋な着物が目を引きますよ！

美濃和紙 美濃和紙
衣装こけし　若侍　\2,500 衣装こけし　侍　\2,500
20557 ﾛｯﾄ10 20556 ﾛｯﾄ10

直径6×高さ18㎝、日本製 直径6×高さ18㎝、日本製

えっ、もう！？と言ってる間に来ますよ

新作！クリスマス飾り！！

和風のクリスマス飾りは
ほのぼのしますよ（＾＾） 次回、発表予定↓↓

お楽しみに（＾＾）

和紙クリスマス飾り　\1,500
33344 ﾛｯﾄ10
ｻｲｽﾞ13×11×12㎝,二本製

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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ポケモンＧＯの画面を見せると割引になる、美濃市観光の「ポケ

割」に当店も協力参加。どんな効果があるか楽しみでしたが、1日

10件以上あって人気ですね。

8月13日（土）ショップでは、美子専務が浴衣でお出迎え(^^)/ とっ

ても清々しくて似合ってました(^^) 和紙ころころちびまる子ちゃん、

ショップ販売開始で人気！干支酉も販売開始で、すでに売上に貢

献しています！大きなディスプレイ酉インパクトあり！集客効果あっ

て、おすすめです(^^)/
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人気の干支酉ご紹介します！！
第一回サンプル出しも終了し、多くの皆様のお声を頂戴しました！この段階での人気酉をご紹介します！

何を仕入れようか迷っている方は、ぜひご参考にして下さいませ！また、見てみたい商品がございましたら

お気軽にお問合せ下さいませ。サンプル出荷させて頂きます。

今年のダークホース！！ かわいい水引と酉がベストマッチ！
卵飾りﾐﾆ　￥1,000 ちりめん幸福酉水引かご入　\1,200
20456 ﾛｯﾄ10 20458 ﾛｯﾄ10

直径5×11㎝、日本製 11×7.5×11㎝、日本製

安定感のあるベーシックさが人気

開運萬福酉(中)屏風付 ¥2,600
20449 ﾛｯﾄ5
20×13×15㎝、日本製

季節商品は在庫が残ったら不安だとお考えのお客様

実は季節商品は、通年の雑貨より3倍も売れるんです。

当社は一個からのご注文が可能です。他にも文具・和雑貨700アイテム以上の品がございま

す。これだけ多種多様な和テイストの商品があるのは当社だけ。ぜひ、雑貨類と一緒に1個でも

仕入れて販売される事をおすすめします。

和紙の風合いとこの笑顔！！
当社のショップでは一番人気です！

美濃和紙開運酉　\1,000
20529 ﾛｯﾄ10

10×7.5×8.5㎝、日本製

とにかく「かわいい！」酉さんです
干支張子（酉）サントリ祝い酒　\2,800
20495 ﾛｯﾄ10

みこ 15×11×8.5㎝、日本製

豊かな日本の心をプレゼント
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笑顔と卵みたいなまあるい屏風が新鮮

開運萬福酉(中)お宝つかみどり ¥2,000
20450 ﾛｯﾄ10
20×13×11.5㎝、日本製

仕入れて販売される事をおすすめします。

ショップを始めて3か月。勉強になった事は、

お客様とのコミュニケーションです。

お声かけで、飾り方や贈り物のイメージがより鮮

明に描けるよう、ご提案を心がけています。また、

自分の好きな商品は気持ちが伝わりやすいと思い

ました。自分が好きな商品を売る喜びを味わって

いる今日この頃です。
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内職さんと話す長屋さん

香港でも人気！ 関ケ原武将シリーズの

和紙ころころちびまる子ちゃんシリーズ　１個上代800円 和紙ころころ徳川家康

１個上代800円

石川社長のわくわく通信 2016.8.20

いつもお世話になっております。社長の石川道

大です(^^)/ 今号は生産部長屋課長を紹介し

ます！長屋さんは、いつも笑顔で爽やか、お花

のように回りの人を明るくしてくださいます(^^)
その人柄が形となるデザインはとても「かわい

く」大人気。３月から全員でおひなさま新作デザ

インに入りましたが、長屋さんは専属で和紙こ

ろころのデザインに取り組みました。和紙ころこ

ろちびまる子ちゃんシリーズ、関ケ原武将シ

リーズを手がけ、奈良時代創建の洲原神社、

和紙ころころ御守も担当。長屋さんはじめ当社

がつくる商品が、お客様や、世の中に平和と幸

せ、元気をプレゼントできますことを、心から

願っています。

一番サプライズだったこと
糖質ＯＦＦダイエット成功！

体重計にきっと痩せているだろうと思って しかし、今月すっかり体重復活！
のったら2ｷﾛ増えていた事。 驚くことでもないかぁ（TT)
驚きプラスショックでした（泣） 社長いしかわ
出荷まつやま

ホテルのｴﾚﾍﾞｰﾀｰに乗った際 営業さとう
自分自身の後頭部が鏡に写った時 結婚式当日、まさかの初雪！
本当にサプライズでした ホワイトウエディングという、天からの

営業たうち 粋なサプライズでした。

下駄」に左右があった！
盆踊りに行った時、鼻緒で 生産しみず
すれて痛い～と叫んでいたら
「反対の足ではいてみぃ」と 先日出会った人に「先輩！小学校の時良くして
言われ逆にしたらそれ以後 くれたので覚えています！」と言われ・・・私はその方のことを
痛くなくなった 全く覚えてなくて申し訳なかったのですが、びっくりするとともに

生産ふるた よ～く考えたら足に合わせて 昔のことでも良い事するとちゃんと自分に返ってくるんですね～
作ってもらったので、当たり前
の事！？
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石川紙業　（株）　宛　　　　ＦＡＸ　：　０５７５－３５－１３６３
ＴＥＬ　： ０５７５－３３－０２２８

2016年　粋粋通信9月号　NO382　注文書
1ページ 今月の新作　

ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 注文数

33345 和紙ｶﾚﾝﾀﾞｰ№596尾長鶏(黒) ¥1,800 3ページ 干支酉 柄 注文数

33346 和紙ｶﾚﾝﾀﾞｰ№597尾長鶏(青) ¥1,800 20449 開運萬福酉(中)屏風付 ¥2,600

33347 和紙ｶﾚﾝﾀﾞｰ№598吉兆の酉(黒) ¥1,500 20456 卵飾りﾐﾆ ¥1,000

33348 和紙ｶﾚﾝﾀﾞｰ№599吉兆の酉(茶) ¥1,500 20458 ちりめん幸福酉水引かご入 ¥1,200

33349 和紙ｶﾚﾝﾀﾞｰ№600親子鶏(黒） ¥1,500 20450 開運萬福酉(中)お宝つかみどり ¥2,000

33350 和紙ｶﾚﾝﾀﾞｰ№601親子鶏(青） ¥1,500 20529 美濃和紙開運酉 ¥1,000

20530 和紙貼り祝い酉屏風付 ¥3,000 20495 干支張子（酉）サントリ祝い酒 ¥2,800

20531 和紙貼りみやび酉屏風付 ¥3,000

20532 和紙貼り福酉屏風付 ¥1,800 この他のご注文どしどしおまちしてます！

20533 和紙貼り福酉 ¥900 ↓下記にご記入下さいませ

20543 和紙ころころのぶなが ¥800

20544 和紙ころころひでよし ¥800

20545 和紙ころころいえやす ¥800

20546 和紙ころころみつなり ¥800

2ページ 今月の新作　

20557 美濃和紙衣装こけし　若侍 ¥2,500

20556 美濃和紙衣装こけし　侍 ¥2,500

33344 和紙クリスマス飾り ¥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

美濃和紙ブランドシール

干支酉サンプル7月発送

貴社名

電話番号

希望納期


