100001
100002
100003

絹ミシン
絹ミシン
絹ミシン

＃50/100m巻
＃50/500m巻
＃50/700m巻

出荷単位 ： 5個
出荷単位 ： 1個
出荷単位 ： 1個

参考上代： 100001-￥290（本体価格)
100002-￥1,020（本体価格）
100003-￥1,300（本体価格）・白、黒
素材 ： 絹100％

100005
100006
100007
100010

絹糸9号 80ｍカード巻
地縫 9号 330m巻
地縫 9号 450m巻
和裁 絹糸
2000ｍ巻

出荷単位
出荷単位
出荷単位
出荷単位

：
：
：
：

5枚
1個
1個
1個

美しい光沢とすぐれた縫合性、使いやすさを備えています。
和裁の本縫い用と洋服のまつり用等に。
参考上代 ：100005-￥320（本体価格）
100006-￥1,020（本体価格）
100007-￥1,300（本体価格）・白、黒
100010-オープン価格・白、黒
素材 ： 絹100％
番手 ： 9号

101001

絹小町 26/2 60mカード巻

出荷単位 ： 5枚

絹紡糸を撚り合わせた糸です。絹糸の代用に。
参考上代 ： ￥200（本体価格）

101006
101007
101008

素材 ： 絹100％

絹紡とじ糸3本口 26/2 20ｍカード巻
絹紡とじ糸3本口 26/2 750ｍ巻
絹紡とじ糸3本口 26/2 2250ｍ巻

出荷単位 ： 5枚
出荷単位 ： 1個
出荷単位 ： 1個

参考上代 ・色数： 101006-￥200（本体価格）・緑、金茶
101007-￥4,800（本体価格）
101008-オープン価格・金茶
素材 ： 絹100％

100011
100012

穴糸16号 20mカード巻
穴糸16号 120ｍ巻

出荷単位 ： 5枚
出荷単位 ： 1個

光沢があり、ビクトリアンキルトなどのステッチに最適です。
参考上代 ・色数： 100011-￥260（本体価格）
100012-￥1,020（本体価格）・白、黒
素材 ： 絹100％
番手 ：16号

100015

パールステッチ ＃30/50m

出荷単位 ： 5個

絹100％の太めのステッチヤーン。
光沢があり、キルトの刺繍に最適です。
参考上代 ： ￥340（本体価格）
色数 ： 全69色

102001

番手/巻数 ： 30番手/50m
素材 ： 絹100％

赤亀 20/3 200ｍ綛

出荷単位 ： 10綛

ガス焼きを施した糸です。光沢があり強度があります。
参考上代 ： ￥180（本体価格）

巻数 ： 200m

色数 ： 白、黒

素材 ： 綿100％
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102005

つよい糸 24/3 100mカード巻

出荷単位 ： 5枚

綿100％の手縫い糸。
キルトの仕上げにカントリー調の刺繍を。
ぬいぐるみ用縫い糸として。
参考上代 ： ￥190（本体価格）

番手/巻数 ： ＃24/100m

色数 ： 全30色

素材 ： 綿100％

102008

つよい糸 細口 30/3 100mカード巻

出荷単位 ： 5枚

強くてすべりがよく、光沢があります。
和洋裁、手芸などに使用できます。
参考上代 ： ￥190（本体価格）

番手/巻数 ： ＃30/100m

色数 ： 全4色

素材 ： 綿100％

100016
100017

絹しつけ 4号 80mカード巻
絹しつけ 4号 700m巻

出荷単位 ： 5枚
出荷単位 ： 1個

和裁用のしつけ糸。白色は少し青みをかけた相白で他の白色と
区別がつき、分かりやすいです。
参考上代 ・色数 ： 100016-￥190（本体価格）・白、黒
100017-￥1,020（本体価格）・白、黒
素材 ： 絹100％

102019

綿しつけ カード 40/2 100m巻

出荷単位 ： 5枚

細口なので滑りが良く使いやすいです。
参考上代 ： ￥130（本体価格）

素材 ： 綿100％

色数 ： 白

102023
102024
102025

白毛 40/3 大綛
白毛 40/3 小綛
色毛 40/3 小綛

出荷単位 ： 5綛
出荷単位 ： 10綛
出荷単位 ： 10綛

綛状のしつけ糸です。色毛はしつけが目立ち、裁縫が楽にできます。
参考上代/巻数 ： 102023-￥200（本体価格） /約800ｍ
102024-￥130（本体価格）/約400ｍ
102025-￥180（本体価格）/240ｍ
素材 ： 綿100％

104008

ジーンズステッチ ＃20/150m

出荷単位 ：1個

デニムや帆布等、厚地のステッチなどに最適です。
参考上代 ： ￥270（本体価格）
色数 ： 13色
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番手/巻数 ： ＃20/150m巻
素材 ： ポリエステル

104009 ボタン付カード 30m

出荷単位 ： 5枚

丈夫なボタン付糸です。
参考上代 ： ￥110（本体価格）
色数 ： 全33色

104255

番手/巻数 ： ＃20/30ｍ
素材 ：ポリエステル100％

ホームミシン糸 ＃50/700ｍ

出荷単位 ：10個

絹の光沢を持ち、縫いやすく強度と適度な伸度をもった
マルチフィラメントのミシン糸です。
参考上代 ： オープン

番手/巻数 ： ＃50/700ｍ

色数 ： 全30色

素材 ：ポリエステル100％

104010 ニット用ミシン糸 200m

出荷単位 ： 1個

ニットや伸縮性のある布地に最適です。
参考上代 ： ￥220（本体価格）

番手/巻数 ： ＃50/200ｍ

色数 ： 全76色

素材 ：ナイロン100％

104005

マイロック ＃90/1000ｍ

出荷単位 ： 1個

縁かがりや複合縫いに。

参考上代 ： ￥350（本体価格）

番手/巻数 ：＃90/1000m巻

色数 ： 全49色

素材 ： ポリエステル100％

104160

ウーリーロック

25ｇ

出荷単位 ： 1個

ニットなど伸縮性のある布地の縁かがりに。
参考上代 ： ￥440（本体価格）

番手/巻数 ： 211/25g

色数 ： 全15色

素材 ：ナイロン100％

102070

金亀レース糸 ＃40/200ｇ

出荷単位 ： 1個

最高級のエジプト綿使用。素晴しい光沢と手触り、編みやすさは
抜群です。200ｇ巻（約1,600m）で大変お得です。
参考上代 ： ￥1,900（本体価格）
素材 ： 綿100％

100038

きぬいとたまてばこ

巻数 ：＃40/約1,600ｍ

出荷単位 ： 1個

①春 ②夏 ③秋 ④冬
優雅な光沢があり縫合性、強度に優れた絹糸9号のセットです。
季節をテーマに12色セレクトし、柿渋塗りの小箱におさめました。
参考上代 ： ￥4,600（本体価格）
素材 ： 糸 - 絹100％、小箱 - 紙
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サイズ：90×90×57mm

