
6本の糸が撚り合わさっている定番の糸。エジプト綿使用。

シルケット加工を施すことで、糸に光沢を与えています。

単色444色、グラデーション16色、マルチカラー24色の計484色の展開です。

342100/4635000 342101/4615000

商品名 アンカー刺しゅう糸　#25 アンカー刺しゅう糸

#25マルチカラー

参考上代(税抜) 100円 160円

ロット 12カセ 12カセ

糸長 約8m 約8m

色数 460色 24色

素材 綿100％ 綿100％

1200番台はグラデーション

パールのような光沢があり、撚りが強い定番糸。手触りが滑らかで柔らかいのが特徴です。

ハーダンガーやフランス刺しゅう、かぎ針編みにも使用できます。

※一部の商品はお取り寄せになります※

商品コード/Art. 342110/4585000 342111/4515005

商品名 パールコットン#5 パールコットン#5

マルチカラー

参考上代(税抜) 240円 280円

ロット 12カセ 12カセ

重量/糸長 約5ｇ/約21m 約5ｇ/約21m

色数 206色 24色

素材 綿100％ 綿100％

342113/4317005 342112/4301005

パールコットン#5 パールコットン#5

メタリック 50ｇ巻

300円 2100円

12カセ 5カセ

約5ｇ/約21m 約50ｇ

8色 53色

綿89％ 綿100％

ポリエステル11％

25番刺しゅう糸　　Stranded Cotton

参考上代(税抜)

ロット

重量/糸長

色数

素材

商品コード/Art. 商品コード/Art.

商品コード/Art.

商品名

参考上代(税抜)

ロット

糸長

色数

パールコットン　　Pearl Cotton

素材

商品コード/Art.

商品コード/Art.

商品名

商品名

参考上代(税抜)

ロット

重量

色数

参考上代(税抜)

ロット

重量/糸長

色数

商品名

総合見本帳・什器セットにつきましては、各営業担当にお問い合わせください
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素材素材

こちらの商品はお取り寄せになります



※一部の商品はお取り寄せになります※

商品コード/Art. 342114/4591008 商品コード/Art. 342115/4518008

商品名 パールコットン#8 商品名 パールコットン＃8

マルチカラー

参考上代(税抜) 460円 参考上代(税抜) 490円

ロット 10玉 ロット 10玉

重量 約10ｇ 重量 約10ｇ

色数 179色 色数 12色

素材 綿100％ 素材 綿100％

商品コード/Art. 342668/4593008 商品コード/Art. 342116/4596012

商品名 パールコットン#8 商品名 パールコットン#12

20g巻

参考上代(税抜) 680円 参考上代(税抜) 240円

ロット 6玉 ロット 5玉

重量 約20ｇ 重量 約5ｇ

色数 16色 色数 120色

素材 綿100％ 素材 綿100％

パールコットンの大巻き。

※こちらの商品は全てお取り寄せになります※

商品コード/Art. 342561/2214008 商品コード/Art. 342649/2224008

商品名 フィオレンティーノ＃8 商品名 フィオレンティーノ＃8

45ｇ巻 250ｇ巻

参考上代(税抜) 1300円 参考上代(税抜) 4,980円

ロット 10カセ ロット 1巻

重量 約45ｇ 重量 約250ｇ

色数 66色 色数 4色

素材 綿100％ 素材 綿100％

商品コード/Art. 342562/2214012 商品コード/Art. 342650/2224012

商品名 フィオレンティーノ＃12 商品名 フィオレンティーノ＃12

45ｇ巻 250ｇ巻

参考上代(税抜) 1500円 参考上代(税抜) 5,200円

ロット 10カセ ロット 1巻

重量 約45ｇ 重量 約250ｇ

色数 66色 色数 8色

素材 綿100％ 素材 綿100％

パールコットン　Pearl Cotton

フィオレンティーノ　Ritorto Fiorentino
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こちらの商品はお取り寄せになります



上質な綿を使用した光沢のある定番糸。

ブラックワークやホワイトワークだけでなく、ドロンワークやシュヴァルム刺しゅうなど、様々な用途にお使いいただけます。

16番・20番・25番・30番のご用意があります。

商品コード/Art. 342220/4386016 商品コード/Art. 342221/4386020

商品名 アブローダー＃16 商品名 アブローダー＃20

参考上代(税抜) 220円 参考上代(税抜) 220円

色数 10色 色数 4色

糸長 約30m 糸長 約30m

商品コード/Art. 342222/4386025 商品コード/Art. 342223/4386030

商品名 アブローダー＃25 商品名 アブローダー＃30

参考上代(税抜) 220円 参考上代(税抜) 220円

色数 82色 色数 4色

糸長 約30m 糸長 約30m

ロット：12カセ　　　素材：綿100％　(全サイズ共通）

コットンアブローダーの大巻き。

※こちらの商品は全てお取り寄せになります※

商品コード/Art. 342654/2202020 商品コード/Art. 342647/2202025

商品名 マグリエリア＃20　50ｇ 商品名 マグリエリア＃25　50ｇ

参考上代(税抜) 980円 参考上代(税抜) 1,280円

色数 4色 色数 7色

重量 約50ｇ 重量 約50ｇ

商品コード/Art. 342648/2202030

商品名 マグリエリア＃30　50ｇ

参考上代(税抜) 1,180円

色数 4色

重量 約50ｇ

ロット：10カセ　　素材：綿100％　(全サイズ共通）

商品コード/Art. 342651/2233020 商品コード/Art. 342652/2233025

商品名 マグリエリア＃20　6.95ｇ 商品名 マグリエリア＃25　6.95ｇ　

参考上代(税抜) 230円 参考上代(税抜) 270円

色数 3色 色数 6色

重量 約6.95ｇ 重量 約6.95ｇ

商品コード/Art. 342653/2233030

商品名 マグリエリア＃30　6.95ｇ　

参考上代(税抜) 300円

色数 3色

重量 約6.95ｇ

ロット：36カセ　　　素材：綿100％　(全サイズ共通）

コットンアブローダー　　Cotton a Broder

マグリエリア　　Maglieria
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マット仕上げの柔らかい太番手の糸。使いやすく、 しなやかで柔らかいラメ糸。細い糸が12本でまとまって

初心者の方やお子様でも扱いやすい糸です。 おり、1本ずつ引き抜いて使います。

ナチュラルな風合いの刺しゅうやニットにもおすすめです。 25番刺しゅう糸と相性の良い糸です。

南ヨーロッパでのキャンバス刺しゅうによく使われる糸です。

商品コード/Art. 342300/4335000 商品コード/Art. 342304/4180000

商品名 ソフトエンブロイダリー 商品名 アンカー　ラメ

参考上代(税抜) 230円 参考上代(税抜) 300円

ロット 12カセ ロット 12カセ

糸長 約10ｍ 糸長 約8ｍ

色数 255色 色数 5色

素材 綿100％ 素材 レーヨン65％

ポリエステル35％

ロングセラーのメタリック糸。 レーヨン100％の刺しゅう糸。光沢が特徴です。

タッセルやコードメイキングにも使われている糸です。 4本の糸がゆるく撚り合わさり、1本の糸になっています。

タッセルなどにも適しています。

342303/4316000 商品コード/Art. 342302/4130000

アンカー　メタリック 商品名 マールリット

580円 参考上代(税抜) 230円

10個 ロット 10カセ

約50ｍ 糸長 約10ｍ

8色 色数 90色

ポリエステル58％ 素材 レーヨン100％

ポリアミド42％

キャンバス刺しゅうやニードルポイント・タペストリーに適した 以前は「リフレクタ」という名前で販売していた商品ですが

ウール100％の糸。 「メタリカ」という商品名で再度発売になりました。

キャンバス刺しゅうの際にがほつれないよう、耐久性のある 光沢のある装飾糸です。

ウールを使用しています。

色数が豊富なのも特徴です。

342301/4238000

タピセリーウール

180円

10カセ 商品コード/Art. 342307/4130000

約10ｍ 商品名 メタリカ

475色 参考上代(税抜) 230円

毛100％ ロット 5

糸長 約100m

色数 9色

素材 ポリエステル35％

ポリアミド36％

ビスコース26％

ソフトエンブロイダリー　Soft Embroidery

アンカー　メタリック  Metallic

　アンカー　ラメ　 Lame

ロット

色数

参考上代(税抜)

商品コード/Art.

商品名

参考上代(税抜)

糸長

素材

商品コード/Art.

タピセリーウール   Tappisserie Wool

　マールリット  Marlitt

　メタリカ　Ｍez Metalica 
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商品名

ロット

糸長

色数

素材


