
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　

2017年　1月号  NO.386

今月のテーマ「今年一番のニュース」

今月の新作

新作　衣装こけし
ご好評いただいております
田内プロデュース
衣装こけし新作作りました！！
ぜひ、一度お試しを！！

2017年　春のセレクト友禅柄雑貨
昨年より大変ご好評頂いてますW美子のセレクト柄シリーズです！！

新春から初夏までに似合う柄を選びました。毎月テーマカラーを決めて販売すればお客様の注目度アップしますよ。
今回のアイテムは下記の商品です。ご注文は添付の注文書をご利用下さいませ。

ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 ｻｲｽﾞ・備考

5216 ¥850 13×17cm、日本製

10005 ¥900 9.5×17cm、日本製

10003 友禅和紙名刺入 ¥600 7×11cm、日本製 Wよしこ
15037 友禅和紙文庫箱(中) ¥900 14×19×5㎝、日本製

7099 友禅和紙メモ帳 ¥400 12×8cm、メモ60枚、日本製

7121 和紙トレイ(大) ¥700 22×16×1cm、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
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友禅和紙フォトスタンド
友禅和紙懐紙入

粋粋通信

国・地域資源活用

事業計画認定企業

金雲
KINUN

豪華で
縁起の良
い柄

手鞠
TEMARI

華やかな柄

七宝
SHIPPO

上品な
花七宝柄

白桜
SIRO

SAKURA

繊細で
優しい柄

衣装こけし

忍者 ¥2,500
20597 ﾛｯﾄ：1
ｻｲｽﾞ直径6×高さ16㎝

日本製

衣装こけし

くノ一 ¥2,500
20598 ﾛｯﾄ：1
ｻｲｽﾞ直径6×高さ16㎝

、日本製



今月の新作

縁起手ぬぐい　1枚450円 みこ

サイズ：手拭い 約34×90cm　　 品　質：岡生地　日本製 タペストリーとして飾っても

ヘッダー付ポリ入れ かわいいですよ

日本を象徴する縁起モチーフが大胆な構図でカラフルな手ぬぐいになりました。
名入れも可能なので、企業のお配り用、年始のご挨拶、イベントグッズ、ノベルティなど、様々な用途にご活用いただけます

10187福ろう 10188富士山 10189福だるま 10190めで鯛 10191招き猫

ご回答いただきありがとうございました！！

おひなさまアンケート売れ筋と期待する商品ランキング
くわしい結果はHPに掲載します！ぜひ、そちらもご覧くださいませ。

石川紙業株式会社        TEL 0575-33-0228     FAX　0575-35-1363

3位
友禅和紙ころころおひなさま

五人飾台付 ￥3,500

20559 ﾛｯﾄ1

28×15×10㎝、日本製

（お客様の声）

ボリュームがあって良い

可愛らしい

1位
ちりめん立ちびな

うさぎ水引かご入

￥1,500

20561 ﾛｯﾄ10
9×5.5×11.5㎝、日本製

（お客様の声）
これまでにない商品

新鮮
いいアイデアだと思う

2位
友禅和紙うさぎびな

ﾓﾋﾞｰﾙ飾りミニ

￥1,000

20567 ﾛｯﾄ10

直径8×高さ10㎝

日本製

（お客様の声）

かわいい！！



節分飾り　　2月3日は節分です

年末年始が終わったら、節分です。
日本の伝統行事を世界中に発信していきましょう！！ こんなかわいいオニなら

家にいれちゃう（＞＜）

和紙ころころ赤おに　￥700

20034 ﾛｯﾄ10

節分飾りにあしらっちゃう 高さ6．5㎝、日本製

今年も一年無病息災

季ごころ屋　ガーゼはんかち 季ごころ屋　ガーゼたおる 厄除けとうがらし　1個￥300

お面　￥450 お面　￥700 12176 ﾛｯﾄ30

10117 ﾛｯﾄ10 10116 ﾛｯﾄ10 長さ15.5㎝、日本製

22×22㎝、綿100%、日本製 34×80㎝、綿100%、日本製

この商品は通常の掛け率と この商品は通常の掛け率と

違いますので、ご注意下さい。 違いますので、ご注意下さい。

ギフトショー出展のお知らせ
五月商品・和文具の新作を展示します。
皆様にお会い出来るのを楽しみにお待ちしております！！

出展ブース：東２M03

五月飾りサンプル発送のお知らせ　　　　2016年2月中旬発送予定

ご希望のお客様は添付注文書にご記入下さいませ。
石川紙業でご注文して頂くとこんなメリットがあります！ 
1.　こまめなリピート注文にも対応できる！  
2.　1個からのご注文OK! 
3.　他の従来商品と注文が一緒にできる！  

のし袋・ポチ袋キャンペーン キャンペーン期間：１月1日～3月31日

　なごみねこ33338　

石川紙業株式会社        TEL 0575-33-0228     FAX　0575-35-1363

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



 

今年一番のニュース
社長いしかわ

営業：たうち いろいろある！けど、お客様へは、ブログ毎日更新と筋トレが

健康診断の結果に反省しテニスを始めた事 マイブームになったことかなぁ。ホームページに毎日アップ

義父が術後元気になった事も我が家では でお役に立つよう切磋琢磨してます。

一番のニュースかな

生産ふるた
営業箕輪 なかなか商品とならなかった
子供の巣立ちです。今年から次男も社会人となり おひなさま3段飾り衝立がとうとう
一人立ちしています。家が大好きな息子だったので 商品となり売り出された事！
ﾎｰﾑｼｯｸにならないかと心配していましたが一人暮らしを 細かいパーツがたくさんあるため
満喫しています・・・嬉しいやら悲しいやら・・・ 50商品仕上がるまでに20日ほど

かかるんですよ（＾＾；）

今年は次女のケガから始まり泣いた日々でしたが 子供の成長でしょうか

復帰から全国大会出場への切符をつかみ いろんな体験を通じて大人に

笑って終わろうとしている1年です（＾＾） なっていく姿に嬉しくもあり

出荷：松山 生産しみず さみしくもあり・・・

息子の成長です！ 今年も本当に色々あり、泣き笑いの1年でした（＾＾；）

この一年で歩けるようになり、言葉も その中で私が一番楽しかったのが、白鳥踊りと息子の文化祭！

覚え始めました。来年はどんな成長を 夢中になって、ドキドキわくわくしました。

営業さとう 見せてくれるか楽しみで仕方ありません！ 来年も新しい事にチャレンジして、ドキドキわくわく

みこ できたらいいな（＾＾）

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
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石川社長のわくわく通信 2016.12.20

季冬の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。社長の石川道大です。2016年もたいへんお世話

になりまして、ありがとうございました。

２０１６年の意気込みは悠々と広い『海』でしたが、あ！という間の一年(^^) 『動』の一文字がぴったり。2016年

個人イベントをあげてみると、1月香港・美濃和紙講師、2月経済産業省・事業計画認定、4月ＰＩショー・インバウン

ド商品大賞、5月手作り体験ショップ開店、6月ブログ毎日更新開始、7月OEM・体験ｼｮｯﾌﾟ専用ホームページ、10

月国土交通省・昇龍道ものづくり銘選、11月岐阜県の飛騨美濃すぐれもの、地域活性化ファンド28年度認定と濃

い一年でした！振り返ると1月の出来事が2年前のように思えます。

認定の多い一年になりましたが、これもお客様とつむいだ社員一同の成果が認めていただける一年でした。お

客様に深く感謝を申し上げます。写真は、ショップのホームページ用に撮った社員一同のもの。これからも社員一

同とともに末永くお世話になりますが、どうかよろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました！
来年もよろしくお願い申し上げます！
社員一同



和紙貼り陶器人形 和紙貼り陶器人形
招き猫（小）\2,300 招き猫（大）\2,800
20589
ﾛｯﾄ5、ｻｲｽﾞ約8×8×10㎝（台含む） ﾛｯﾄ5、ｻｲｽﾞ約10×10×13㎝（台含む）

台紙はリバーシブルです 台紙はリバーシブルです

仲良しねこちゃん❤

べんりマグネットねこ

（2個セット）　\600

12719 ﾛｯﾄ：10

2種類アソート

楽しいねこちゃん集めよう！！

紙風船ねこ(1枚入)6柄アソート　￥250

6150 ﾛｯﾄ：12

直径約12㎝、柄指定はできません

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

20588

石川紙業株式会社

2017年春カタログ

石川紙業株式会社

TEL0575-33-0228
FAX0575-35-1363

豊かな日本の心をプレゼント

しっぽでお知らせ
おりこうぶちねこちゃん

ちりめん

ねこメモクリップ ￥800

20422 ﾛｯﾄ10
ｻｲｽﾞ3×7×10cm、日本製

のんびーりねこちゃん

和紙

ねこ飾りミニ￥750
20421 ﾛｯﾄ10
ｻｲｽﾞ直径4×9cm

日本製

ひとこと箋にも使えるね

敷き紙ねこ ￥450
4484 ﾛｯﾄ10

ｻｲｽﾞ11×8cm、日本製

5枚×4色入

マグネット入座布団で
しっかりお座りしてますニャン



和紙ふくさ祝儀袋
上品かつ丈夫でふくさとして

繰り返し使用可能です。

和紙ふくさ祝儀袋1個\1,500
ﾛｯﾄ5

折り畳みｻｲｽﾞ：20.5×12cm

中生地ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%

日本製

赤13430 　　青13431 　　　金13432

バラ9708

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。 ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ9709

懐紙　花しらべ切り絵　\270
14.5×17.5㎝、ﾛｯﾄ10、30枚、日本製 ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ4431

バラ4430 便箋　花しらべ切り絵　\270
14.5×17.5㎝ﾛｯﾄ10、30枚、日本製

ダリア4432 ダリア9710
    13351

和紙ポチ

花しらべ切り絵　1個￥200

のし袋・ポチ袋・ひとふみ箋・レターセットもあるよ（＾＾） ﾛｯﾄ：10

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。 3枚入、全6柄あり

13346 9694 9702

      13352                13353               13354

和紙のし袋 粋ひとふみ箋 粋レターセット
花しらべ切り絵￥300 花しらべ切り絵　￥400 花しらべ切り絵￥450
ﾛｯﾄ：10 ﾛｯﾄ：10 ﾛｯﾄ：10
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
封筒としても使用できますよ

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     

2017年 春カタログ
石川紙業株式



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　　ｻｲｽﾞ38.5×17㎝、3枚入、日本製

他各季節の花ございます

和紙のし袋なごみねこ　\300
ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ9×18㎝、3枚、日本製

13314　　　　　 　13170　          　　13298           　　13369

お祝　　　　　　　　おめでとう　　　　　　ほんのきもち　　　　　　こころばかり②

春①13423　　 春②13424　　　

和紙のし袋なごみうさぎ　\300
ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ9×18㎝、3枚、日本製

13306　　　　　　　　　13167　　　　　　　　　13370　　　　　　　　　　13368
お祝　　　　　　　　　　　おめでとう　　　　　　　ほんのきもち②　　　　こころばかり②

和紙のし袋なごみいぬ　\300
ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ9×18㎝、3枚、日本製

和紙ポチ袋なごみうさぎ　\250 おめでとう13379　　　こころばかり13380　　　　ほんのきもち13381
ﾛｯﾄ10 こころばかり③13446　　　　ほんのきもち③13447
ｻｲｽﾞ6.5×10.5㎝

3枚、日本製 和紙ポチ袋なごみねこ　\250
他多数種類ございます ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ6.5×10.5㎝、3枚、日本製

こころばかり③13444　　　　ほんのきもち③13445

和紙ポチ袋なごみいぬ　\250
ﾛｯﾄ10、ｻｲｽﾞ6.5×10.5㎝、3枚、日本製

こころばかり　　　　こころばかり②　　　ほんのきもち　　　ほんのきもち②

13371　　　　　13373　　　　　13372　　　　　13374

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     

卒業・入学・入社・転勤・引っ越し、結婚など、行事がいっぱいの春。
あたたかい気持ちを伝えるのにピッタリな人気のお祝い袋です。2017年 春カタログ

石川紙業株式



春おすすめ品
しろたえ懐紙　1個\300

ﾛｯﾄ10、1帖30枚入、17.5×14.5㎝、日本製

多数種類ございます。本席でも使用可能。

4500さくら

紙季折々懐紙（1帖）桜川　\270

4203 ロット10

14.5×17.5㎝、30枚、日本製

紙季折々懐紙（1帖）桜　\270

4174 ロット10

14.5×17.5㎝、30枚、日本製

浮彫懐紙四季めぐり

さくら　\360

4463 ロット10

14.5×17.5㎝、30枚、日本製

和紙しーる桜さくら　￥300 ちりめんお手玉

7095 幸せうさぎ　１個\450

ﾛｯﾄ10　　ｻｲｽﾞ9×17.5㎝ 12671 ロット30

着物色柄アソート、日本製

ちぎり絵タペストリー(小)　\1,500

生産：清水 11246 ロット10

ちぎり絵は、日本のちぎり絵作家が 15×40㎝、日本製

丁寧に製作しています。各季節の 桜11246
お花がございます。ぜひ、カタログを

ご覧下さいませ。

ちぎり絵短冊　\1,000

5050 ロット10

7.5×36.5㎝、OPP入、日本製

桜

ちぎり絵色紙　\2,000

5049 ロット10

24.2×27.2㎝、OPP入、日本製

桜

春景色 桜
ちぎり絵小色紙　　1枚￥700

5051 ロット10

13.5×12㎝、スタンド、OPP付、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

和ファッションペーパー￥450
3101 ﾛｯﾄ：20

34×34㎝、日本製

605

601        613           611         610

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

和紙しおり文香こけし￥450
11258 ﾛｯﾄ10

2.5×10.5㎝、日本製

日本香堂の梅の花の香り



石川紙業株式会社　宛　　　　ＦＡＸ　：　０５７５－３５－１３６３
〒501-3721岐阜県美濃市吉川町2382

ＴＥＬ　： ０５７５－３３－０２２８

　価格改訂のお知らせ（注文書）
貴社名

電話番号

FAX番号

資材高騰のため下記の商品が2017年2月1日より価格変更となります。
1月中にご予約頂きましたお客様には、旧価格で発送させて頂きます。
ぜひ、お得なこの期間にまとめてご予約いただく事をおすすめ致します。
その際は、このご注文書をご利用下さいませ。

尚、納期の指定は受けかねます事ご了承頂きますようお願い申し上げます。
（出荷は、ご予約順となります。）

また、出荷の際には送料仕切りより少ない場合は、別途送料がかかります。
（事前に出荷日はご連絡させて頂きます。）

弊社コード 商品名 旧価格 新上代 カタログ名 掲載ページ 注文数

1 12719 べんりマグネットねこ(２個ｾｯﾄ） 500 ¥600 2016年夏カタログ 1

2 20567 友禅和紙うさぎびなモビール飾りミニ 1,000 ¥1,100 2017年おひなさまカタログ 3

3 20378 友禅和紙おひなさまモビール飾りミニ 900 ¥1,000 2017年おひなさまカタログ 9

4 20190 友禅和紙おひなさま衝立 900 ¥1,000 2017年おひなさまカタログ 10

5 3097 友禅和紙楊枝入鏡付 600 ¥650 第68期カタログ和の生活雑貨 2

6 10164 粋友禅和紙ｶﾞﾏ口小物入(大） 700 ¥750 第68期カタログ和の生活雑貨 4

7 10118 季ごころ屋　小紋柄てぬぐい 350 ¥450 第68期カタログ和の生活雑貨 19

8 6027 万華鏡 350 ¥450 第68期カタログ和の生活雑貨 29

9 12662 ちりめん元気な坊や五月 600 ¥650 第68期五月商品カタログ 6

10 12702 ちりめんお手玉若武者くん 600 ¥650 第68期五月商品カタログ 6

11 8553 友禅和紙こいのぼり衝立 900 ¥1,000 第68期五月商品カタログ 8

受付期間：2016年12月20日～2017年1月31日まで
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2017年　粋粋通信1月号　NO386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 ↓ご希望のお客様は下記に☑チェックを入れて下さい

20597 衣装こけし忍者 ¥2,500 美濃和紙ブランドシール

20598 衣装こけしくノ一 ¥2,500 2017年五月サンプル希望

5216 友禅和紙フォトスタンド 金雲 ¥850

10005 友禅和紙懐紙入 金雲 ¥900

10003 友禅和紙名刺入 金雲 ¥600 この他のご注文どしどしおまちしてます！

15037 友禅和紙文庫箱(中) 金雲 ¥900 ↓下記にご記入下さいませ

7099 友禅和紙メモ帳 金雲 ¥400

7121 和紙トレイ(大) 金雲 ¥700

5216 友禅和紙フォトスタンド 手鞠 ¥850

10005 友禅和紙懐紙入 手鞠 ¥900

10003 友禅和紙名刺入 手鞠 ¥600

15037 友禅和紙文庫箱(中) 手鞠 ¥900

7099 友禅和紙メモ帳 手鞠 ¥400

7121 和紙トレイ(大) 手鞠 ¥700

5216 友禅和紙フォトスタンド 白桜 ¥850

10005 友禅和紙懐紙入 白桜 ¥900

10003 友禅和紙名刺入 白桜 ¥600

15037 友禅和紙文庫箱(中) 白桜 ¥900

7099 友禅和紙メモ帳 白桜 ¥400

7121 和紙トレイ(大) 白桜 ¥700

5216 友禅和紙フォトスタンド 七宝 ¥850

10005 友禅和紙懐紙入 七宝 ¥900

10003 友禅和紙名刺入 七宝 ¥600

15037 友禅和紙文庫箱(中) 七宝 ¥900

7099 友禅和紙メモ帳 七宝 ¥400

7121 和紙トレイ(大) 七宝 ¥700

2ページ 今月の新作　

10187 縁起手ぬぐい福ろう ¥500

10188 縁起手ぬぐい富士山 ¥500

10189 縁起手ぬぐい福だるま ¥500

10190 縁起手ぬぐいめで鯛 ¥500

10191 縁起手ぬぐい招き猫 ¥500

2ページ おひなさまアンケート売れ筋と期待する商品ランキング

20561 ちりめん立びなうさぎ水引かご入 ¥1,500

20567 友禅和紙うさぎびなモビール飾りミニ ¥1,000

20559 友禅和紙ころころおひなさま五人飾台付 ¥3,500

３ページ 節分飾り

10117 季ごころ屋　ガーゼはんかち お面 ¥450

10116 季ごころ屋　ガーゼたおる お面 ¥700

20034 和紙ころころ赤おに ¥600

12176 厄除けとうがらし ¥300

貴社名

電話番号

希望納期


