
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　　製作者のキモチ

2,3Ｐ　この時期売れ筋おひなさまランキング

4Ｐ　　これ見て！いつだって「かわいい」に夢中！

2017年　12月号  NO.397 5Ｐ　　こぼれ話・おたより

6Ｐ　　oemオリジナル制作のおすすめ！

7,8Ｐ～　年末おすすめ商品

今月のテーマ「正月の楽しみ」

製作者のキモチ�
石川紙業㈱では、新作おひなさまが完成するまで社内で皆がアイデアからデザイン等関わって製作していきます。

やっぱり自分のアイデアや思いがカタチになると感動します。そんなキモチをご紹介します。

みこ製作

子供の頃に毎年雛段飾りを箱から出して飾る時のわくわく感を

思い出して作りました。綺麗なタンスに収納できる、かわいい段飾りです。

みなみ製作

ぼんぼりも卵型にこだわって作りました

まあるくかわいいおひなさまを飾って

笑顔になって欲しいなと思います�

パッと目を引くように華やかに

仕上げました。せまい所でも

飾れるので、部屋を明るくする

インテリアのひとつになれたら

うれしいです！

みわ製作

　　まつやま製作

とにかく明るく華やかで

ボリュームのあるお手玉に

したく作りました。

めびなの頭飾りや着物など

今までの石川紙業にない

おひなさまになりました！

ぜひ、手に取ってご覧下さいませ

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

ちりめんおひなさま和紙タンス入￥3,700

20729 ﾛｯﾄ1

１１×17×19㎝、日本製

友禅和紙ころころうさぎ雛

五人飾り台付 ￥4,000

20730 ﾛｯﾄ1

28×15×10㎝、日本製

ちりめん

うさぎびな衝立￥1,400

20733 ﾛｯﾄ1

11.5×4×18㎝、日本製

ちりめんお手玉

福びな（大）1個¥800

おびな20736

めびな20737

ﾛｯﾄ30、高さ約8㎝、日本製



業界別！この時期の売れ筋おひなさまランキング！！
当社のお客様は多業種に渡り、６５０社様とのお取引があります！

昨年の売上データによりこの時期の売れ筋を業界別でご紹介します。

生活雑貨店は和紙が多いですね。どちらにもランクインしている商品は売れ筋間違いなしですね。
ぜひ仕入れのご参考にご活用下さいませ（＾＾）

↓↓↓2018年おひなさまカタログは下記よりダウンロードできます（＾＾）

http://www.ishikawa-shigyo.com/news/detail_592.html

順位 生活雑貨小売店 漆器・陶器関係

1 8990 和紙2段飾りうさぎびな 8362 ちりめんお手玉うさぎ雛かご入り(友禅)

2 20558 和紙うさぎびな二段飾り三曲屏風付 8990 和紙2段飾りうさぎびな

3 20566 ちりめんお手玉巾着おひなさま 8993 ちりめんお手玉おひなさま春色

4 20560 友禅和紙おひなさま吊り飾り 8482 和紙2段飾りびな

5 20567 友禅和紙うさぎびなモビール飾りミニ 20566 ちりめんお手玉巾着おひなさま

ちりめんお手玉巾着おひなさま

和紙2段飾りうさぎびな

和紙うさぎびな二段飾り三曲屏風付

　　　　　　　　　ちりめんお手玉おひなさま春色

　　　　　　　　　　　　ちりめんお手玉
　　　　　　　　　　　　　　うさぎ雛かご入り(友禅)

和紙2段飾りびな

友禅和紙おひなさま吊り飾り 　　　　　　　　　　　　友禅和紙うさぎびな

　　　　　　　　　　　　　　　モビール飾りミニ
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この時期オススメのロングセラー

和紙おひなさま

¥1,400 ¥2,700 ¥2,500

8810 ﾛｯﾄ： 10 ﾛｯﾄ： 5 20374 ﾛｯﾄ： 5

14.5×11.5×8.5㎝、日本製 15.5×4×21cm、日本製 14.5×10.5×16㎝、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245088100 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245205705 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245203749

¥1,300 ¥1,500 ¥1,100 ¥1,200

20564 ﾛｯﾄ： 10 20562 ﾛｯﾄ： 10 8804 ﾛｯﾄ： 10 2168 ﾛｯﾄ： 10

14.5×10.5×7cm、日本製 9×5.5×11.5cm、日本製 13.5×9×11.5㎝、日本製 10×6×9㎝、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245205644 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245205620 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245088049 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245021688

¥800 ¥1,000 1個\600 1個550

20381 ﾛｯﾄ： 10 20190 ﾛｯﾄ： 10 20375 ﾛｯﾄ： 25 20179 ﾛｯﾄ： 25

9.5×5×5㎝、日本製 11×17.5㎝、日本製 高さ約10㎝、日本製 高さ8㎝、日本製

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245203817 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245201905 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245203756 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245201790

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     

和紙お手玉
うさぎびな（友禅）

和紙福びな
ケース入（友禅）

友禅和紙おぼこびな
飾りミニ

友禅和紙
おひなさま衝立

友禅和紙
立ちびな和み

夢びなドーム入
パートⅡ

和紙おひなさま
衝立3段飾り

20570

友禅和紙おひなさま
水引かご入

友禅和紙ころころ
うさぎびな台付

和紙おひなさま
ケース入

和紙こけし
おひなさま台付

特価のご相談可能です！

詳しくは営業部まで
お問い合わせ下さいませ！



営業さとう

お客様からの手紙をご紹介します。

ヨーロッパの友人の息子さんに、日本から何か日本のおもちゃを

おみやげにしようと思い、でんでん太鼓、縁日セットを選びました。
軽くてかさばらなくて重宝します。

石川紙業のロングセラー郷土玩具。国内だけでなく、海外の方にも喜ばれて

ます！海外のおみやげにぜひどうぞ。

石川紙業の商品が癒し、元気をプレゼントし、心からの笑顔を生み出す

皆様を応援することを大切にしています。

でんでん太鼓1個￥500

ｺｰﾄﾞ6002　　ﾛｯﾄ10

⻑さ28㎝、⽇本製

縁日セット￥550
ｺｰﾄﾞ6005　　ﾛｯﾄ12
紙風船3個、毛笛1個、吹き戻し1個入

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     2017.11.20
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これ見て(＾◇＾)！

いつだって「かわいい」に夢中！

石川紙業㈱のかわいい和モノが大好きで

より「かわいい」を追求し続けて

いるヒトや現場をご紹介します！

ハリセンボンのはるかさんとゆりやんレトリィバァさんに取材いただき、

美濃和紙雑貨体験ショップが11月11日（土）CBCテレビ 花咲かタイム

ズで放送されました！お二人ともとってもチャーミングな方々で撮影

はとても楽しかったです。ふたりが作った和紙ころころ手作り体験が

こちら！楽しい会話もはずむ動画をHPでアップしていますので、ぜひ

ご覧ください。

「花咲かタイムズ」動画！美濃和紙雑貨体験ショップ石川紙業
http://www.ishikawa-shigyo.com/news/detail_663.html

こんなアートな作品作ってくださいました！

ショップに飾ってます。

是非、見にきてね



正月の楽しみ
営業みのわ

最近はなかなか家族で出かけることもないので、唯一みんな揃って初詣や、

そのあと実家で行われる麻雀、トランプ大会は毎年の楽しみです！

初日の出をみながら愛犬こんとの散歩です！晴れだとすがすがしく気持ちよいし、雪だと新しい足跡をつけるのが楽しいです！

雨のときはテレビの正月番組にかじりつきます！朝から美味しい日本酒をおちょこに一杯いただきながら(^^)

精算ふるた

社長いしかわ
とっておきの贅沢な時間を過ごす！
その時気の向くままに楽しいことをする！ 営業さとう

毎年元旦は親族一同が集まります。
子ども達をかわいがってもらえることが楽しみ^^

営業たうち

ゆっくりスポーツ観戦することですかね。

もちろん家のTVですが・・・。 お正月には必ず新しいもので迎えていました。

洋服に下着、靴、お箸…お買い物に行きそろえる、

それが楽しみでした�今も何かは新しくしています。

精算清水 出荷まつやま

大みそかの「年取りのおかず（煮しめ）」から始まり、

大好きなおもちを食べまくるのが年末年始の幸せです♡

輝いている石川紙業社員が輝いてる社員を紹介するコーナーです！

ストレートなダジャレ（＾＾；）ですが、よりお客様の身近に感じて頂き会社の雰囲気が

伝われば嬉しいです！今回は、みこ専務を出荷部南が紹介しまーす

今月のお便り：みこ
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社員が

shine紹介

早いもので、もう年末ですね。

今年は息子が受験のため、なん

だか正月らしい事はできそうに

ありません(TT)が、終わったら

御朱印帳と共に旅行三昧したい

と思っています（＾＾）旅の思

い出が残せるっていいですよね。

SNSにも遅れをとり、写真に写

るのが嫌な年ごろの私には、目

からウロコの御朱印帳！！使用

できる日がきたらご報告しま

す！美濃も厳しい寒さが始まり

ました。どうか皆様もお体にお

気をつけて、良いお年をお迎え

くださいませ。



OEM・オリジナル制作・記念品・ノベルティ製作が得意な石川紙業におまかせください！

ＯＥＭオリジナル製作のおすすめ！

FC岐阜様のマスコット「ギッフィー」が和紙ころころに

←FC岐阜のマスコット「ギッフィー」

ちょっとお耳を拝借

石川紙業㈱体験ショップでも大人気です！ぜひ、お試しを！

当店にも、御朱印帳をお探しのお客様が沢山ご来店頂きます！
実際書いて頂いた御朱印帳を店に置くようにしたら、ますますよくお買い上げ頂いてます！
御朱印帳の最初のページは「お伊勢さん」で頂くという説があるらしいです。
お寺用と神社用に分ける方もいるそうです。旅の楽しみがひとつ増えますね。

友禅和紙御朱印帳（大）　\1,500
7122

18×12㎝、ジャバラ､46P

日本製
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石川紙業のＯＥＭ オリジナル製作専用ページはこちら

http://www.ishikawa-shigyo.com/oem.html
いろんな事例が写真入りでわかりやすく掲載されていますので、ぜひご覧ください。

今月ご紹介するのは・・・・

Jリーグで活躍するFC岐阜のマスコット「ギッ

フィー」！！

何度でも起き上がる姿はスポーツ精神そのもの。

とてもかわいい！とお客様にも喜んでいただけまし

た。

イメージ図があれば、当社が立体的にデザイン致し

ます！

美濃和紙で出来た手作りのオリジナル起き上りこぼ

しをつくりませんか？

気になったら営業部までご連絡下さいませ～^^

ロット３００～（要相談）

納期はデザイン決定後２週間～



粋粋通信をご覧のお客様だけの耳より情報

特別セール！お買得情報！
下記の商品をお得に販売します！！年末年始の福袋やお得意様へのご挨拶の贈り物、記念品などにオススメです！！

卸価格は下記の営業担当者へお気軽にお声かけくださいませ。または、添付の注文書にご記入頂きましたら、 営業担当者

当社営業担当がご連絡させて頂きます！ 田内：090-5116-7153

箕輪：090-5251-4673

佐藤：090-5856-3028

年末年始のお休み
下記の期間、お休みを頂きます。よろしくお願い申し上げます。

12月28日（木）～1月7日（日） 商品のお早めのお手当オススメします
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（干支戌）

開運萬福犬（大）

屏風付 ￥3,000

20655
ﾛｯﾄ5

(干支戌）開運萬福犬（中）

屏風付 ¥1,800

20656
ﾛｯﾄ5

19×12×11.5ｃｍ、日本製

（干支戌）開運あっぱれ犬屏風付￥1,700

20658
ﾛｯﾄ10

11×12×12cm、日本製

（干支戌）だるま犬張子

笑福屏風付￥1,400

20659
ﾛｯﾄ10

13×12×8.2cm、日本製

（干支戌）

ちりめん笑福小判犬

屏風付￥1,300

20660
ﾛｯﾄ10、14×8×10cm、日本製

めでたいWで最強開運飾りですよ～

ちりめん開運ねこだるま飾り￥1,200

ｺｰﾄﾞ20582 ﾛｯﾄ10

12×5×10cm、日本製



仕入忘れはございませんか？

¥300 ¥300 ¥300 ¥200

13382 ﾛｯﾄ： 10 13383 ﾛｯﾄ： 10 13384 ﾛｯﾄ： 10 13386 ﾛｯﾄ： 10

9×18㎝、3枚、日本製 9×18㎝、3枚、日本製 9×18㎝、3枚、日本製 6．5×10.5㎝、3枚、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133824 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133831 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133848 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133862

¥300 ¥300 ¥600

13379 ﾛｯﾄ： 10 13380 ﾛｯﾄ： 10 13059 ﾛｯﾄ： 10

9×18㎝、3枚、日本製 9×18㎝、3枚、日本製 10x19cm、日本製
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133794 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133800 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245130595

¥250 ¥250 豊かな日本の心をプレゼント

13375 ﾛｯﾄ： 10 13377 ﾛｯﾄ： 10 石川紙業株式会社        
6.5×10.5㎝、3枚、日本製 6.5×10.5㎝、3枚、日本製 TEL 0575-33-0228     FAX　0575-35-1363
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133756 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ4532245133770

お年玉袋(大)
なごみうさぎ

和紙のし袋なごみいぬ
おめでとう

お年玉袋(小)
なごみうさぎ②

和紙ポチ袋なごみいぬ
ありがとう②

お年玉袋(大)
なごみいぬ

開運宝くじ袋招き猫
和紙のし袋なごみいぬ
こころばかり

和紙ポチ袋なごみいぬ
お礼です

お年玉袋(大)
なごみねこ

和紙お年玉袋・のし袋・ポチ袋

年末ジャンボは
これで決まり！



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

2017年　粋粋通信12月号　NO397注文書
1ページ 制作者のキモチ 8ページ 仕入忘れはございませんか？

ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代 ｺｰﾄﾞ 商品名 参考上代

20729 ちりめんおひなさま和紙タンス入 ¥3,700 13382 お年玉袋(大)なごみうさぎ ¥300

20730 友禅和紙ころころうさぎ雛五人飾り台付 ¥4,000 13383 お年玉袋(大)なごみねこ ¥300

20733 ちりめんうさぎ雛衝立 ¥1,400 13384 お年玉袋(大)なごみいぬ ¥300

20736 ちりめんお手玉福びな（大）おびな ¥800 13386 お年玉袋(小)なごみうさぎ② ¥200

20737 ちりめんお手玉福びな（大）めびな ¥800 13379 和紙のし袋　なごみいぬ　おめでとう ¥300

２ページ 業界別！この時期の売れ筋ランキング 13380 和紙のし袋　なごみいぬ　こころばかり ¥300

生活雑貨小売店おひなさまﾗﾝｷﾝｸﾞ 13375 和紙ポチ袋　なごみいぬ　お礼です ¥250

8990 和紙2段飾りうさぎびな ¥1,800 13377 和紙ポチ袋　なごみいぬ　ありがとう② ¥250

20558 和紙うさぎびな二段飾り三曲屏風付 ¥3,200 その他のご注文どしどしおまちしておりまーす↓↓↓

20566 ちりめんお手玉巾着おひなさま ¥700 下記にご記入下さいませ！

20560 友禅和紙おひなさま吊り飾り ¥1,300

20567 友禅和紙うさぎびなモビール飾りミニ ¥1,100

漆器陶器関係店おひなさまﾗﾝｷﾝｸﾞ

8362 ちりめんお手玉うさぎ雛かご入り(友禅) ¥1,300

8990 和紙2段飾りうさぎびな ¥1,800

8993 ちりめんお手玉おひなさま春色 ¥550

8482 和紙2段飾りびな ¥1,800

20566 ちりめんお手玉巾着おひなさま ¥700

3ページ この時期オススメのロングセラーおひなさま

8810 夢びなドーム入・パートⅡ ¥1,400

20570 和紙おひなさま衝立3段飾り ¥2,700

20374 和紙こけしおひなさま台付 ¥2,500

20564 友禅和紙ころころうさぎびな台付 ¥1,300

20562 友禅和紙おひなさま水引かご入 ¥1,500

8804 和紙おひなさまケース入 ¥1,100

2168 和紙福びな　ケース入（友禅） ¥1,200

20381 友禅和紙おぼこびな飾りミニ ¥800

20190 友禅和紙おひなさま衝立 ¥1,000

20375 友禅和紙立ちびな和み ¥600

20179 和紙お手玉うさぎびな（友禅） ¥550

４ページ ちょっとお耳を拝借

7122 友禅和紙御朱印帳（大） ¥1,500

5ページ 特別セール！お買い得情報

20655 (干支戌）開運萬福犬（大）屏風付

20656 (干支戌）開運萬福犬（中）屏風付

20658 (干支戌）開運あっぱれ犬屏風付

20659 (干支戌）だるま犬張子笑福屏風付

20660 (干支戌）ちりめん笑福小判犬屏風付

20582 ちりめん開運ねこだるま飾り

貴社名

↓ご希望のお客様は下記に☑チェックを入れて下さいませ

電話番号 美濃和紙ブランドシール

希望納期 2018年新作おひなさまサンプル希望

おまとめ買いのチャンスです！数量を

ご記入くださいませ！

折り返し営業担当者よりお電話させて頂き

ます！！


