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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％

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

-1-

素材素材

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

25番刺しゅう糸　　Stranded Cotton
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素材

商品コード/Art. 商品コード/Art.
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パールコットン　　Pearl Cotton
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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％
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パールコットン　Pearl Cotton

フィオレンティーノ　Ritorto Fiorentino

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）
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コットンアブローダー　　Cotton a Broder

マグリエリア　　Maglieria



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ウール100％の糸。

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

約10ｍ

475色

毛100％
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商品名

ロット

糸長

色数

素材

タピセリーウール   Tappisserie Wool

糸長

素材

商品コード/Art.

商品コード/Art.

商品名

参考上代(税抜)

　マールリット  Marlitt

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)
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ボビンレースを中心に使用される超細番手の糸です。高級品質の綿100％。

※一部の商品はお取り寄せになります※

342413/T194010 342412/T194020

アンカーレース＃10　500m アンカーレース＃20　500m

参考上代(税抜) 1,100円 1,100円

色数 4色 12色

342411/T194030 342410/T194040

アンカーレース＃30　500ｍ アンカーレース＃40　500m

1,100円 1,100円

色数 12色 色数 12色

342711/T194050

アンカーレース＃50　500ｍ

1,100円

色数 4色

ロット：5個　　　糸長：約500m　　素材：綿100％　(全サイズ共通）

342417/T198010 432418/T198020

アンカーレース＃10　900ｍ アンカーレース＃20　900ｍ

参考上代(税抜) 1,500円 1,500円

色数 4色 7色

342416/T198030 342414/T198040

アンカーレース＃30　900ｍ アンカーレース＃40　900ｍ

1,500円 1,500円

色数 7色 色数 7色

342415/T198050

アンカーレース＃50　900ｍ

1,500円

色数 4色

ロット：10個　　　糸長：約900m　　素材：綿100％　(全サイズ共通）

衣類やアクセサリーに使用できるメタリックのレース糸。

ビスコースを使用することで柔らかく扱いやすくなっています。

※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. 342670/4716400

商品名 アンカー

メタリックレース糸

参考上代(税抜) 880円

ロット 4玉

重量 約25ｇ

色数 26色

素材 ビスコース80％　ポリエステル20％

参考上代(税抜)

商品コード/Art.

商品名

参考上代(税抜)

色数

商品コード/Art.

商品名

参考上代(税抜)

商品コード/Art.

商品名

参考上代(税抜)

商品コード/Art. 商品コード/Art.

商品名

アンカーレース　Lace

商品名

参考上代(税抜) 参考上代(税抜)

商品コード/Art. 商品コード/Art.

商品名 商品名

参考上代(税抜)

商品コード/Art.

色数

商品コード/Art.

商品名

参考上代(税抜)

商品コード/Art.

商品名

商品名

アンカーメタリックレース糸　Metallic
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900m巻はすべて

お取り寄せになります



ホームデコレーションやファッションウェア、アクセサリーやベビー服など、多目的に使うことができる

かぎ針編み用の糸。色数や糸の太さの種類が豊富にあるのも特徴の一つです。

カード処理・シルケット加工が施されたハイクォリティな綿100％の糸。

※こちらの商品は全てお取り寄せになります※　　※4玉入りと8玉入りがございますのでご注意ください※

商品コード/Art. 342683/4771006 商品コード/Art. 342689/4772006

商品名 フレッシア#6　50ｇ 商品名 フレッシア#6　50ｇ

参考上代(税抜) 1,200円 参考上代(税抜) 1,200円

ロット 4玉 ロット 8玉

重量 約50ｇ 重量 約50ｇ

色数 66色 色数 3色(7901、6650、387のみ)

商品コード/Art. 342677/4770006 商品コード/Art. 342695/4785006

商品名 フレッシア#6　100ｇ 商品名 フレッシア#6　100ｇ

参考上代(税抜) 2,200円 参考上代(税抜) 2,200円

ロット 4玉 ロット 8玉

重量 約100ｇ 重量 約100ｇ

色数 20色 色数 3色(7901、6650、387のみ)

商品コード/Art. 342671/4769006 商品コード/Art. 342707/4787006

商品名 フレッシア#6　200ｇ 商品名 フレッシア　マルチカラー#6　

参考上代(税抜) 3,800円 50ｇ

ロット 4玉 参考上代(税抜) 1,200円

重量 約200ｇ ロット 4玉

色数 5色 重量 約50ｇ

色数 25色

商品コード/Art. 342684/4771008 商品コード/Art. 342690/4772008

商品名 フレッシア#8　50ｇ 商品名 フレッシア#8　50ｇ

参考上代(税抜) 1,200円 参考上代(税抜) 1,200円

ロット 4玉 ロット 8玉

重量 約50ｇ 重量 約50ｇ

色数 4色 色数 3色(7901、6650、387のみ)

商品コード/Art. 342678/4770008 商品コード/Art. 342696/4785008

商品名 フレッシア#8　100ｇ 商品名 フレッシア#8　100ｇ

参考上代(税抜) 2,000円 参考上代(税抜) 2,000円

ロット 4玉 ロット 8玉

重量 約100ｇ 重量 約100ｇ

色数 5色 色数 3色(7901、6650、387のみ)

商品コード/Art. 342672/4769008

商品名 フレッシア#8　200ｇ

参考上代(税抜) 3,600円

ロット 4玉

重量 約200ｇ

色数 5色
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フレッシア  Freccia

マルチカラー

無し



※こちらの商品は全てお取り寄せになります※　　※4玉入りと8玉入りがございますのでご注意ください※

商品コード/Art. 342685/4771012 商品コード/Art. 342691/4772012

商品名 フレッシア#12　50ｇ 商品名 フレッシア#12　50ｇ

参考上代(税抜) 980円 参考上代(税抜) 980円

ロット 4玉 ロット 8玉

重量 約50ｇ 重量 約50ｇ

色数 66色 色数 3色(7901、6650、387のみ)

商品コード/Art. 342679/4770012 商品コード/Art. 342697/4785012

商品名 フレッシア#12　100ｇ 商品名 フレッシア#12　100ｇ

参考上代(税抜) 1,800円 参考上代(税抜) 1,800円

ロット 4玉 ロット 8玉

重量 約100ｇ 重量 約100ｇ

色数 23色 色数 3色(7901、6650、387のみ)

商品コード/Art. 342673/4769012 商品コード/Art. 342708/4787012

商品名 フレッシア#12　200ｇ 商品コード/Art. 342710/4788012

参考上代(税抜) 3,200円 商品名 フレッシア　マルチカラー#12

ロット 4玉 50ｇ

重量 約200ｇ フレッシア　マルチカラー#12

色数 5色 100ｇ

参考上代(税抜) 50ｇ/1,200円　

100ｇ/2,600円　

ロット 4玉

重量 約50ｇ/約100ｇ

色数 50ｇ/32色　100ｇ/2色

商品コード/Art. 342686/4771016 商品コード/Art. 342692/4772016

商品名 フレッシア#16　50ｇ 商品名 フレッシア#16　50ｇ

参考上代(税抜) 1,200円 参考上代(税抜) 1,200円

ロット 4玉 ロット 8玉

重量 約50ｇ 重量 約50ｇ

色数 39色 色数 3色(7901、6650、387のみ)

商品コード/Art. 342680/4770016 商品コード/Art. 342698/4785016

商品名 フレッシア#16　100ｇ 商品名 フレッシア#16　100ｇ

参考上代(税抜) 2,200円 参考上代(税抜) 2,200円

ロット 4玉 ロット 8玉

重量 約100ｇ 重量 約100ｇ

色数 13色 色数 3色(7901、6650、387のみ)

商品コード/Art. 342674/4769016 商品コード/Art. 342709/4787016

商品名 フレッシア#16　200ｇ 商品名 フレッシア　マルチカラー#16

参考上代(税抜) 4,000円 50ｇ

ロット 4玉 参考上代(税抜) 1,200円

重量 約200ｇ ロット 4玉

色数 4色 重量 約50ｇ

色数 6色

フレッシア  Freccia
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※こちらの商品は全てお取り寄せになります※　　※4玉入りと8玉入りがございますのでご注意ください※

商品コード/Art. 342687/4771020 商品コード/Art. 342693/4772020

商品名 フレッシア#20　50ｇ 商品名 フレッシア#20　50ｇ

参考上代(税抜) 1,200円 参考上代(税抜) 1,200円

ロット 4玉 ロット 8玉

重量 約50ｇ 重量 約50ｇ

色数 9色 色数 3色(7901、6650、387のみ)

商品コード/Art. 342681/4770020 商品コード/Art. 342699/4785020

商品名 フレッシア#20　100ｇ 商品名 フレッシア#20　100ｇ

参考上代(税抜) 2,000円 参考上代(税抜) 2,000円

ロット 4玉 ロット 8玉

重量 約100ｇ 重量 約100ｇ

色数 4色 色数 3色(7901、6650、387のみ)

商品コード/Art. 342675/4769020

商品名 フレッシア#20　200ｇ

参考上代(税抜) 3,600円

ロット 4玉

重量 約100ｇ

色数 6色

商品コード/Art. 342688/4771025 商品コード/Art. 342694/4772025

商品名 フレッシア#25　50ｇ 商品名 フレッシア#25　50ｇ

参考上代(税抜) 1,380円 参考上代(税抜) 1,380円

ロット 4玉 ロット 8玉

重量 約50ｇ 重量 約50ｇ

色数 7色 色数 3色(7901、6650、387のみ)

商品コード/Art. 342682/4770025 商品コード/Art. 342706/4785025

商品名 フレッシア#25　100ｇ 商品名 フレッシア#25　100ｇ

参考上代(税抜) 2,500円 参考上代(税抜) 2500円

ロット 4玉 ロット 8玉

重量 約100ｇ 重量 約100ｇ

色数 4色 色数 3色(7901、6650、387のみ)

商品コード/Art. 342676/4769025

商品名 フレッシア#25　200ｇ

参考上代(税抜) 4,000円

ロット 4玉

重量 約100ｇ

色数 3色
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フレッシア  Freccia

マルチカラー

無し

マルチカラー

無し



アンカーがおすすめする最上級のレース糸。

最高品質のエジプト綿を使用しており、ダブルシルケット加工が施されているため光沢があります。

ホームデコレーションやレース編み、タティングレースなどに適しています。

342424/4764020 342420/4764040

マーサクロッシェ＃20　20g マーサクロッシェ＃40　20g

1,100円 1,100円

5玉 5玉

342427/4764060 342428/4764080

マーサクロッシェ＃60　20g マーサクロッシェ＃80　20g

1,100円 1,100円

5玉 5玉

ロット：5玉　　　重量：約20g　　色数：13色　　素材：綿100％　(全サイズ共通）

商品コード/Art. 342553/4710020 商品コード/Art. 342555/4710040

商品名 マーサクロッシェ＃20　50ｇ 商品名 マーサクロッシェ＃40　50ｇ

参考上代(税抜) 2,300円 参考上代(税抜) 2,600円

ロット 4玉 ロット 4玉

商品コード/Art. 342557/4710060 商品コード/Art. 342669/4710080

商品名 マーサクロッシェ＃60　50ｇ 商品名 マーサクロッシェ＃80　50ｇ

参考上代(税抜) 2,600円 参考上代(税抜) 2,600円

ロット 4玉 ロット 4玉

ロット：4玉　　　重量：約50g　　色数：13色　　素材：綿100％　(全サイズ共通）

軽量で通気性のある、綿100％の糸。

滑らかな手触りが特徴で、ホームデコレーションやファッションウェアだけでなく、子供服やベビー服にも最適な糸です。

※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. 342451/4620008

商品名 クリアティバ

参考上代(税抜) 600円

ロット 10玉

重量 約50ｇ

色数 40色

素材 綿100％

かぎ針適合サイズ:4.0㎜　　棒針適合サイズ：4.5㎜

商品名

マーサクロッシェ  Mercer Crochet

クリアティバ  Creativa

商品コード/Art.

商品名

参考上代(税抜)

ロット

商品コード/Art.

商品名

参考上代(税抜)

ロット

商品コード/Art.

商品コード/Art.
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商品名

参考上代(税抜)

ロット

参考上代(税抜)

ロット



クリアティバの細番手。デニムカラーもあります。

※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. 342450/4620004 商品コード/Art. 342667/4620114

商品名 クリアティバフィーノ 商品名 クリアティバフィーノ　デニム

参考上代(税抜) 550円 参考上代(税抜) 780円

ロット 10玉 ロット 10玉

重量 約50ｇ 重量 約50ｇ

色数 44色 色数 5色

素材 綿100％ 素材 綿100％

かぎ針適合サイズ:2.5㎜　　棒針適合サイズ：3㎜

マット加工された柔らかい綿のかぎ針編み糸。 商品コード/Art. 342431/4572004

初心者の方にも扱いやすい糸です。 商品名 パペットリリック　8/4

糸の太さは2種類あります。 参考上代(税抜) 430円

※こちらの商品は全てお取り寄せになります※ ロット 10玉

重量 約50ｇ

色数 23色

素材 綿100％

かぎ針適合サイズ:3.0㎜　　棒針適合サイズ：3.5㎜

商品コード/Art. 342430/4572008

商品名 パペットリリック　8/8

参考上代(税抜) 430円

ロット 10玉

重量 約50ｇ

色数 40色

素材 綿100％

かぎ針適合サイズ:4.0㎜　　棒針適合サイズ：4.5㎜

かぎ針編みに適した、シルケット加工された綿100％の糸。

糸の太さは4種類あり、細かいレース編みやアクセサリー作りに適しています。

※こちらの商品は全てお取り寄せになります※

342655/4574006 342656/4574010

パペット　エルドラド パペット　エルドラド

#6　50ｇ #10　50ｇ

980円 980円

ロット 10玉 ロット 10玉

約50ｇ 約50ｇ

40色 40色

342657/4574012 342658/4574016

パペット　エルドラド パペット　エルドラド

#12　50ｇ #16　50ｇ

980円 980円

ロット 10玉 ロット 10玉

約50ｇ 約50ｇ

40色 40色

・素材　綿100％

商品コード/Art.

商品名

参考上代(税抜)

重量

色数

参考上代(税抜)

重量

重量

色数

色数

商品コード/Art.

商品名

参考上代(税抜)

重量

色数

商品コード/Art.

商品名

参考上代(税抜)

商品コード/Art.

パペットリリック  puppets Lyric

パペット　エルドラド  puppets Eldorado

商品名
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クリアティバフィーノ  Creativa Fino



※こちらの商品は全てお取り寄せになります※

342659/4576006 342660/4576010

パペット　エルドラド パペット　エルドラド

#6　100ｇ #10　100ｇ

1,380円 1,580円

ロット 6玉 ロット 6玉

約100ｇ 約100ｇ

6色 6色

342661/4576012 342662/4576016

パペット　エルドラド パペット　エルドラド

#12　100ｇ #16　100ｇ

1,480円 1,380円

ロット 6玉 ロット 6玉

約100ｇ 約100ｇ

6色 6色

・素材　綿100％

※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. 342664/4578010

商品名 パペット　エルドラド　マルチカラー#10　50ｇ

参考上代(税抜) 980円

ロット 10玉

重量 約50ｇ

色数 10色

商品コード/Art. 342665/4578012

商品名 パペット　エルドラド　マルチカラー#12　50ｇ

参考上代(税抜) 980円

ロット 10玉

重量 約50ｇ

色数 10色

・素材　綿100％
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参考上代(税抜) 参考上代(税抜)

重量 重量

色数 色数

パペット　エルドラド　マルチカラー  puppets Eldorado

商品コード/Art.

商品コード/Art. 商品コード/Art.

商品名 商品名

参考上代(税抜) 参考上代(税抜)

重量 重量

色数 色数

商品コード/Art.

パペット　エルドラド  puppets Eldorado

商品名 商品名
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金亀糸業×Anchor　オリジナルキット・オリジナルセット

季節の色を集めて楽しむ、刺しゅう糸のセレクトセット。色々楽しめる図案付き。

アンカー25番刺しゅう糸　6本

刺しゅう糸6本セット　シーズンセレクト クロスステッチ図案　1枚

600円 縦　約22㎝×横　約10cm(吊り下げ部分含む）

1

誰でも手軽に楽しめるクロスステッチキット。A～Zまでの図案が入っています。

円盤プレートに刺して、自分だけのチャームを作ることができます。

マイチャームアルファベット　①レッド　②ブルー　③ブラウン

700円

1

円盤プレート・クロスステッチ針・クロスステッチ図案・刺しゅう糸

フェルト・丸カン・ボールチェーン

直径約4cm

①レッド

②ブルー

③ブラウン

マイチャームシリーズのキットで使用しているプレートのみの販売です。オリジナルのデザインを作ることが出来る

チャート入り。

プレート単品　①ホワイト　②ブラウン

650円

1

円盤プレート1枚・丸カン・ストラップ金具

フェルト・台紙

直径約4cm

参考上代(税抜)

セット内容

パッケージサイズ

商品コード

商品名

ロット

449015

シーズンセレクト

ロット

セット内容

商品コード 342622

商品名

商品名

参考上代(税抜)

商品コード 342621

マイチャーム　アルファベット

プレート単品

参考上代(税抜)

ロット

セット内容
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サイズ

サイズ



手軽に楽しめるクロスステッチキット。かわいい柄・シーズン柄が揃っています。

342623 円盤プレート

マイチャーム　刺しゅうキット クロスステッチ図案

800円 刺しゅう糸・フェルト

1 クロスステッチ針

ストラップ・丸カン

●商品サイズ：円盤　直径４ｃｍ、ストラップ 長さ６ｃｍ

　　　　　　　　　　　　　　　7.魔女　　　　　　　　　　8.くろねこ　　　　　　　　　9.パンプキン　　　　　　　10.おばけ

　　　　　　　　　　　　　 11.スノーマン　　　　　　12.クリスマスツリー　　 　　13.トナカイ　　 　　　　14.サンタクロース

参考上代(税抜)

マイチャーム

商品コード

商品名

　　　1.マトリョーシカ　白　　2.マトリョーシカ　茶　　　　3.とり　白 　　　　　　 4.とり　茶　　　　　　　5.北欧のうま　　　　 6.はなとちょう　　　　　　
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ロット

セット内容



小さいサイズで、刺しゅう初心者の方でも簡単に作ることができます。裏面はクリーナー生地を使用しており、

携帯電話などの液晶画面拭きにお使いいただけます。

持ち運び用のピンクッションにも最適です。

キラキラのラメ糸がアクセントになっている、かわいいサイズのビスコーニュキットです。

346062

クロスステッチキット　ミニビスコーニュ

750円

1

刺しゅう糸・刺しゅう布・裏布

ストラップパーツ・ビーズ・綿

クロスステッチ針・作り方説明書

大きいサイズのビスコーニュキット。

高級感あふれる仕上がりになります。

お手持ちの針をお使いいただければ、ハートのまち針を作る

ことが出来ます。

342634

クロスステッチキット　ビスコーニュ

950円

1

①ピンク ②ブルー 刺しゅう糸・刺しゅう布・裏布

ビーズ・綿・クロスステッチ針

作り方説明書

大好評のミニビスコーニュに、アムステルダムの街並みをイメージした『ちいさいおうち』が加わりました。

ストラップ金具付きでストラップとして使用してもかわいいですが、並べて飾ったり、首から提げてピンクッションとして

ちょっとした作業のお供にしたり、アレンジ次第で様々な使い方ができます。お好みの使い方でお楽しみください。

346087

ミニビスコーニュ　ちいさいおうち

700円

1

25番刺しゅう糸・ラメ糸・図案・レシピ

クロスステッチ針・クロスステッチ布

綿・ニコイル・ストラップ

　　　③　きいろ
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　　　　④　みどり

参考上代(税抜)

ロット

クロスステッチキット　ミニビスコーニュ

商品コード

商品名

　　　②ブルー　①ピンク

クロスステッチキット　ビスコーニュ

商品コード

商品名

商品コード

セット内容

　　①　あお 　　　　②　あか

商品名

参考上代(税抜)

ロット

セット内容

ミニビスコーニュ　ちいさいおうち

参考上代(税抜)

ロット

セット内容



図案と出来上がり作品の写真が2枚1セットになっています。

図案にはアンカー刺しゅう糸の色番が記載されています。

ご自身で楽しむのはもちろん、大切な方へメッセージを添えて送るのにも最適です。

　　①　『クチュリエールのお道具箱』 　　②　『いちごのコンフィチュール』

　　③　『バードハミング　小鳥たちの朝食』 　　④　『ラ・ヴィオレット　春摘みの匂いスミレ』

　　⑤　『エアメールに想いを乗せて』 　　⑥　『さくらんぼのパルフェ』

　　⑦　『森の収穫祭～キノコとハリネズミ～』 　　　⑧　『憧れのローズドレス』

342620

商品名 暮らしを彩る刺しゅうのひととき　アンカーポストカードシリーズ

250円

3

ポストカードセット

ロット

参考上代(税抜)
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商品コード



ポストカードシリーズが額付きのキットになりました。

針もセットになっているのですぐに始められ、出来上がったものを額に入れて飾ることができます。

(※色番号①～④、⑤～⑧で商品コードが違いますので、ご注文の際はお気をつけください。)

商品コード 342633　①～④ キット内容 刺しゅう布・刺しゅう糸・刺しゅう針・樹脂額

商品名 暮らしを彩る刺しゅう額付キット 作り方説明書・ポストカード・台紙

1,800円 出来上がりサイズ W約15.5cm×Ｈ約20.7㎝

ロット 1

①クチュリエールの

②いちごのコンフィチュール ③バードハミング ④ラ・ヴィオレット

商品コード 346104　⑤～⑧ キット内容 刺しゅう布・刺しゅう糸・刺しゅう針・樹脂額

商品名 暮らしを彩る刺しゅう額付キット 作り方説明書・ポストカード・台紙

1,800円 出来上がりサイズ W約15.5cm×Ｈ約20.7㎝

ロット 1

⑤エアメール

⑥さくらんぼのパルフェ ⑦森の収穫祭 ⑧憧れのローズドレス

3月3日は女の子の成長を祈る伝統行事『ひなまつりの日』。そんな伝統行事をクロスステッチで楽しめるキットです。

コロンとしたテトラパック型のおひなさま。1セットで女雛と男雛の1対を作ることができます。小さめサイズですのでお

部屋のちょっとしたスペースや玄関などに飾ってもかわいいです。

商品コード 342641

商品名 クロスステッチキット　おひなさま

900円

ロット 1

キット内容 刺しゅう布・25番刺しゅう糸・ラメ糸・綿

クロスステッチ針・作り方説明書

出来上がりサイズ W約4.8㎝×H約3.5㎝×D約4.8㎝

※フェルト・金屏風など、付属品はキットに含まれません。

お道具箱

に想いを乗せて
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額付き刺しゅうキット

参考上代(税抜)

参考上代(税抜)

季節を楽しむ刺しゅうキット　クロスステッチのおひなさま

参考上代(税抜)



お客様からの「こんなキットが欲しい」というお声をいただき、日本らしい和文様でキットにしました。

日本人にはもちろん、海外の方にも好まれる日本の代表的な文様。小さいサイズですのでちょこっと刺せるのも

ポイントです。

刺し終わった後は大切な方へのメッセージを添えてお送りすればきっと喜ばれるのではないでしょうか。

商品コード 342670

商品名 刺しゅうグリーティングカード

850円

ロット 1

キット内容 刺しゅう布・25番刺しゅう糸・クロスステッチ針

カード・封筒・レシピ

①桜と富士山 ②鶴と亀 ③招き猫と松竹梅

小さくてお手軽な、かわいい額がついたキットです。

額のサイズは約7.5センチ×7.5㎝。その中に小さくてかわいい和文様が納まります。

約2時間程度で仕上がるのでワークショップにもおすすめです。優しい和文様をお楽しみください。

①富士山 ③招き猫

商品コード 342714

商品名 ミニ額刺しゅうキット

参考上代(税抜) 950円

ロット 1

キット内容 刺しゅう布・25番刺しゅう糸・クロスステッチ針・額・厚紙・レシピ

出来上がりサイズ W約7.5㎝×H約7.5㎝

刺しゅうグリーティングカード

参考上代(税抜)

ミニ額刺しゅうキット

④和菓子②こけし
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new

new



ハンガリー刺しゅうが楽しめるポーチのシリーズです。色々な地方の刺しゅうデザインを取り入れました。

ハンガリー北部のパローツ地方に受け継がれる、赤と青の2色で刺すのが特徴的な

パローツ刺しゅうを取り入れました。タッセルのミックスカラーも仕上がりのアクセント

になっています。

商品コード 342637

商品名 刺しゅうポーチキット　小鳥

2,000円

ロット 1

キット内容 25番刺しゅう糸・表布・裏布・接着キルト芯・ファスナー

作り方説明書・型紙・刺しゅう図案

出来上がりサイズ W約24㎝×H約8㎝×マチ約8㎝

ハンガリー南部のバラニャ地方に伝わるドラーヴァスク刺しゅうを取り入れたポーチの

キットです。

裏面にポケットがついていて、実用的な作りになっています。

商品コード 342638

商品名 刺しゅうポーチキット　チューリップ

2,000円

ロット 1

キット内容 25番刺しゅう糸・表布・裏布・接着キルト芯

ファスナー・作り方説明書・型紙・刺しゅう図案

出来上がりサイズ W約20㎝×H約15㎝×マチ約5㎝

ハンガリー西部、バラトン湖の南にある村、ブジャークに伝わる「ブジャーク刺しゅう」の

ポーチキット。

まる型ポーチはブジャーク刺しゅうの素朴な模様とソフトエンブロイダリーを使った縁の

ステッチがポイントです。

商品コード 342644

商品名 刺しゅうポーチキット　まる型

2,300円

ロット 1

キット内容 25番刺しゅう糸・ソフトエンブロイダリー

表布・裏布・接着キルト芯・ファスナー

作り方説明書・型紙・刺しゅう図案

出来上がりサイズ W約15.5㎝×H約23㎝(持ち手含)×マチ約6㎝

参考上代(税抜)
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刺しゅうポーチキット　まる型

刺しゅうポーチキットシリーズ

刺しゅうポーチキット　小鳥

参考上代(税抜)

刺しゅうポーチキット　チューリップ

参考上代(税抜)



ハンガリー刺しゅうが楽しめるポーチのシリーズです。色々な地方の刺しゅうデザインを取り入れました。

ハンガリー西部、バラトン湖の南にある村、ブジャークに伝わる「ブジャーク刺しゅう」の

ポーチキット。

しかく型ポーチはブジャーク刺しゅうの素朴な模様を4色の糸でカラフルにステッチ。

ファスナーを開くと中がよく見える面白い仕立てです。

商品コード 342645

商品名 刺しゅうポーチキット　しかく型

2,300円

ロット 1

キット内容 25番刺しゅう糸

表布・裏布・接着キルト芯・ファスナー

作り方説明書・型紙・刺しゅう図案

出来上がりサイズ W約17㎝×H約8.5㎝×マチ約8.5㎝

刺しゅうポーチキットシリーズ

参考上代(税抜)
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刺しゅうポーチキット　しかく型



Anchor タピセリーウールを使用した、犬のふっくらとした毛並みがかわいいウールステッチのキットです。

布目を数えて糸を渡すように刺すだけの簡単な技法を使用していますので、初心者さんでも簡単に作品を作ることが

できます。

ウール糸のふんわりと優しい手触りを感じながら、心落ち着くウール刺しゅうをお楽しみください。

商品コード 342639

商品名 ウール刺しゅうキット　仲良しわんこ

商品コード 342640

商品名 ウール刺しゅうキット　伝統柄わんこ

2,500円

ロット(共通） 1

キット内容(共通) Anchorタピセリーウール

刺しゅう布・刺しゅう針・樹脂額(茶)

作り方説明書

光沢のあるAnchor『マールリット』を使用したリングワークのキット。

1つのキットで3柄作ることができ、ブローチピンが1個セットになっています。

簡単な技法を使用していますので、初心者さんでも短時間で華やかな作品を作る

ことができます。

商品コード 346063

　　①ピンク系 商品名 Anchorマールリット

リングワークキット

参考上代(税抜) 950円

ロット 1

キット内容 Anchor マールリット　3色各1カセ

プラスチックリング　3個

ブローチピン　1個、作り方説明書

　　②イエロー系

　　③グリーン系

参考上代(税抜)(共通)

Anchor マールリット　リングワークキット
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ウール刺しゅうキット

仲良しわんこ

伝統柄わんこ



Anchorの綿糸『クリアティバ』と『マジックライン』(メーカー廃番)を使用したかわいいポーチのキット。

ワイヤー口金を使用することで入れ口がパカッと開き、物の出し入れがスムーズです。くるみボタンを使った留め具も

アクセントになっています。

綿100％の糸ですので、夏でもさらっと持ち歩くことが出来ます。

商品コード 346064

商品名 マジックライン　ポーチキット

②ブルー 参考上代(税抜) 2,300円

ロット 1

キット内容 Anchorマジックライン　2玉

Anchorクリアティバ　約20g

包みボタンパーツ・ワイヤー口金

内布・作り方説明書

④パープル

商品コード/商品名 551111/刺しゅう枠8cm

商品コード/商品名 551112/刺しゅう枠10cm

商品コード/商品名 551113/刺しゅう枠12cm

商品コード/商品名 551114/刺しゅう枠15cm

商品コード/商品名 551115/刺しゅう枠18cm

商品コード/商品名 551116/刺しゅう枠21cm

商品コード/商品名 551117/刺しゅう枠24cm

各サイズ共通 参考上代(税抜)：オープン価格　　素材：ヒノキ　　ロット：3

マジックライン　ポーチキット
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刺しゅうに便利な道具



商品コード 440061 商品コード 441062

商品名 LH フランス刺しゅう針 商品名 LH クロスステッチ針

参考上代(税抜) 350円 参考上代(税抜) 300円

ロット 5 ロット 5

内容 12本入り 内容 6本入り

サイズ (長さ/太さ) 48.5/0.89-4本 サイズ (長さ/太さ) 42.7/0.96-2本

42.4/0.84-2本 39.4/0.89-2本

39.4/0.76-2本 36.4/0.76-2本

36.4/0.71-4本

商品コード 440063

商品名 LH タペストリー針

参考上代(税抜) 300円

ロット 5

内容 6本入り

サイズ (長さ/太さ) 34.8/0.71

商品コード 440213

商品名 ミルワード　Embroidery(刺しゅう針）

参考上代(税抜) 300円

ロット 10

サイズ (長さ/太さ) No.5 0.76/42

No.6(取り寄せ） 0.76/41

No.7 0.69/38.5

No.8 0.61/35

No.9 0.61/34

No.10 0.53/32.5

No.1-5（1.3.5) 1.02/48.5　0.86/45　0.76/42

No.3-9(3.5.7.9) 0.86/45　0.76/42　0.69/38.5　0.61/42

No.5-10(5.7.9.10) 0.76/51　0.69/48　0.61/42　0.53/40.5

商品コード 440215

商品名 ミルワード　Tapestry（タペストリー針)

参考上代(税抜) 300円

ロット 10

サイズ (長さ/太さ) No.18-22(18.20.22） 1.27/48.5　1.09/44　0.94/40.5

No.18-24(18.20.22.24) 1.27/48.5　1.09/44　0.94/40.5　0.76/37

No.24-26(24.26) 0.76/37　0.61/34

刺しゅうに便利な道具
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ミルワード針は他にも取り扱いがございます。

詳しくはお問い合わせください。





金亀糸業株式会社　生涯学習事業部 本社：〒103-004
東京都中央区東日本橋1-2-15

ホームページ：http://www.kinkame.co.jp/ TEL:03-5687-8511  FAX：03-5687-1108

スタッフブログ：http://kinkameblog.jugem.jp/

流通センター：〒273-0014
千葉県船橋市高瀬町62-11
TEL:047-437-8911  FAX:047-432-1108

内容・デザインは予告無く変更になる場合がございます。予めご了承ください。

カタログに掲載されている商品は2018年9月現在の取り扱い商品です。

tel:03-5687-8511  FAX：03-5687-1108
tel:03-5687-8511  FAX：03-5687-1108
tel:03-5687-8511  FAX：03-5687-1108
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