
2016年度改定版

日本総代理店
金亀糸業株式会社



http://kinkameblog.jugem.jp/　

スタッフブログはこちらから　　　



２５番刺繍糸　Stranded Cotton

細糸6本がゆるく撚り合わさっている定番糸。 クロスステッチ作品→

撚りをほどき、細糸１～３本を抜き取って使用します。

フランス刺繍、クロスステッチ～プロミスリングまで用途が多いのが特徴です。

商品コード ３４２１００ 商品コード ３４２１０１

商品名 アンカー刺繍糸 商品名 アンカー刺繍糸

#２５ ＃２５マルチカラー

参考上代(税別) １００円 参考上代(税別) １６０円

ロット １２カセ ロット １２カセ

糸長 ８ｍ 糸長 ８ｍ

全色 ４６０色 全色 ２４色

素材 綿１００％ 素材 綿１００％

色番号1200番台は、濃淡グラデーション。 色味の違う色が段染めになったレインボーカラー。

パールコットン　5番　Pearl Cotton

パールのような光沢があり、撚りが強い定番糸。サイズは5番、8番、12番。

ハーダンガー、フランス刺繍～クロッシェ編みに。

商品コード ３４２１１０ 商品コード ３４２１１１

商品名 パールコットン＃５ 商品名 パールコットン＃５

参考上代(税別) ２４０円 マルチカラー

ロット １２カセ 参考上代(税別) ２８０円

重量 ５ｇ ロット １２カセ

全色 ２０６色 重量 ５ｇ

素材 綿１００％ 全色 ２４色

素材 綿１００％

ハーダンガーには必須の糸。 レインボーカラーの段染め糸で、ニットにも使われます。

商品コード ３４２１１２ 商品コード ３４２１１３

商品名 パールコットン＃５ 商品名 パールコットン＃５

　５０ｇ巻（大カセ） 　　　　メタリック

参考上代(税別) ２,１００円 参考上代(税別) ３００円

ロット ５カセ ロット １２カセ

重量 ５０ｇ 重量 ５ｇ

全色 ６色 全色 ８色

クロッシェ用に６色（2、128、386、387、858、926）を販売。 白、赤、濃緑、濃紺糸に、ゴールドや同系色の

メタリックファイバー入り
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世界から信頼され続けるブランド、Anchor(アンカー）のストランデッド・コットン



パールコットン　8番　12番　Pearl Cotton

パールのような光沢があり、撚りが強い定番糸。番手が大きくなるほど細くなります。
ハーダンガー、フランス刺繍～クロッシェ編みに。

商品コード ３４２１１４ 商品コード ３４２１１５

商品名 パールコットン＃８ 商品名 パールコットン＃８

参考上代(税別) ４６０円 　　　マルチカラー

ロット １０玉 参考上代(税別) ４９０円

重量 １０ｇ（約７４ｍ） ロット １０玉

全色 １８２色 重量 １０ｇ

素材 綿１００％ 全色 １２色

ハーダンガーに使われる定番糸。 素材 綿１００％

商品コード ３４２１１６

商品名 パールコットン＃１２

参考上代(税別) ２４０円

ロット ５玉

重量 ５ｇ（約６０ｍ）

全色 １２０色

新たに＃１２が加わりました。 素材 綿１００％

コットンアブローダー　16番　20番　25番　30番　Coton a Broder

上質綿で出来た艶消しタイプの定番糸。番手が大きくなるほど細くなり、ドロンワーク、シュヴァルム刺繍に最適です。

商品コード ３４２２２０ 商品名 アブローダー＃１６ 全色 １０色

商品コード ３４２２２１ 商品名 アブローダー＃２０ 全色 ４色

商品コード ３４２２２２ 商品名 アブローダー＃２５ 全色 ４８色

商品コード ３４２２２３ 商品名 アブローダー＃３０ 全色 ４色

●参考上代(税別)２２０円　●ロット：１２カセ　●糸長：３０ｍ　●素材：綿１００％

ソフトエンブロイダリー　Soft Embroidery タピセリーウール　Tapisserie Wool

艶消しタイプの太番手。ナチュラルな風合いの刺繍、ニット向き。 豊富な色数のウール糸で、ニードルポイント用の定番糸。

商品コード ３４２３００ 商品コード ３４２３０１

商品名 ソフトエンブロイダリー 商品名 タピセリーウール

参考上代(税別) ２３０円 参考上代(税別) １８０円

ロット １２カセ ロット １０カセ

糸長 １０ｍ 糸長 １０ｍ

全色 ２５５色 全色 ４７５色

素材 綿１００％ 素材 毛１００％

カットワーク、ドロンワークに使われる糸。 ニット刺繍やモチーフ編みにも大活躍です。
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太番手の刺繍糸

ドロンワーク作品→

←ハーダンガー作品例



マールリット　Marlitt アンカー　メタリック　Metallic

レーヨン糸の決定版。しなやかで光沢があります。 ロングセラーの扱いやすい糸です。

商品コード ３４２３０２ 商品コード ３４２３０３

商品名 マールリット 商品名 アンカーメタリック

参考上代(税別) ２３０円 参考上代(税別) ５８０円

ロット １０カセ ロット １０個

糸長 １０ｍ 糸長 ５０ｍ

全色 ９０色 全色 ８色

素材 レーヨン１００％ 素材 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ、ﾅｲﾛﾝ

手縫い、ミシン用の定番。
タッセルにも最適。

「ちいさなタッセル＆巻き玉工房」より

アンカー　ラメ　Lame アストレラ　Astrella

比較的に柔らかい糸で、光沢があります。 キラキラとした輝きを放つ糸です。

商品コード ３４２３０４ 商品コード ３４２３０５

商品名 アンカー　ラメ 商品名 アストレラ

参考上代(税別) ３００円 参考上代(税別) ２７０円

ロット １２カセ ロット １０カセ

糸長 ８ｍ 糸長 １０ｍ

全色 ６色 全色 ２色（金・銀）

素材 レーヨン、ポリエステル 素材 ポリエステル

ラメの定番糸

ダイヤデーム　Diadem

３４２３０６ 商品コード ３４２３０７ 商品コード ３４２３０８

商品名 オフィール 商品名 リフレクタ 商品名 ダイヤデーム

参考上代（税別) ３５０円 参考上代（税別) ３５０円 参考上代（税別) ３６０円

ロット ５個 ロット ５個 ロット ５個

糸長 ４０ｍ 糸長 １００ｍ 糸長 ２０ｍ

全色 ２色(金・銀) 全色 ９色 全色 ３色

素材 レーヨン６５％ 素材 ナイロン60％ 素材 ポリエステル

ポリエステル３５％ ポリエステル30％
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オフィール　Ophir リフレクタ　Refrecta

商品コード

光沢のある糸



季節の色を集めて楽しむ、刺しゅう糸のセレクトセット

商品コード ４４９０１５

商品名 刺繍糸６本セット　シーズンセレクト

●参考上代(税別)：６００円　●ロット：1個

●セット内容：アンカー25番刺しゅう糸6本、クロスステッチ図案1枚（B5）

●素材：綿１００％（長さ８ｍ／６本撚り）

●パッケージサイズ：縦２２cm×横１０cm（吊り下げ部分含む）

図案と写真が2枚1セットになった可愛いポストカードセット

『クチュリエールのお道具箱』 『いちごのコンフィチュール』

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

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

●参考上代(税別)：250円　●ロット：３セット
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商品コード

オリジナルセット・キット他

シーズンセレクション6色セット

ポストカードシリーズ



ポストカードシリーズが額付のキットになりました

商品コード ３４２６３３ キット内容 刺繍布・刺繍糸・樹脂枠

商品名 暮らしを彩る刺繍額付キット 作り方説明書・ポストカード

参考上代（税別) １,８００円 パッケージサイズ W約17.5㎝×H約25.5㎝(フック含)

ロット 1

① ② ③ ④

誰でも手軽に楽しめる、クロスステッチキット

３４２６２３

マイチャーム　刺繍キット

参考上代(税別) ８００円

セット内容 チャーム（円盤）

クロスステッチ図案

刺繍糸・フェルト マトリョーシカ　色番：白１　 マトリョーシカ　色番：茶２ とり　色番：白３

クロスステッチ針

ストラップ・マルカン

ロット 1個

●素材（円盤）：プラスチック

●商品サイズ：円盤　直径４ｃｍ、ストラップ 長さ６ｃｍ

 とり　色番：茶４ 　　北欧のうま　色番：白５ はなとちょう　色番：白６
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刺しゅう額付キット

マイチャーム　My Charm

商品コード

商品名



誰でも手軽に楽しめる、クロスステッチキット。お好きなアルファベットを
円盤プレートに刺繍して自分だけのチャームを作ることができます。

３４２６２１

商品名 マイチャーム　アルファベット　①レッド　②ブルー

参考上代(税別) ７００円

セット内容 チャーム（円盤）・クロスステッチ図案・刺繍糸・フェルト

クロスステッチ針・ボールチェーン・フェルト

ロット 1

① レッド

② ブルー

マイチャームのキットに入っているプレートの単品です。
図案を使ってもっとチャームを作りたい方に。

３４２６２２

プレート　単品　① ホワイト　② ブラウン

参考上代(税別) ６５０円

セット内容 円盤１枚・マルカン・ストラップ金具・フェルト・台紙

ロット 1

ガーデンタッセル＆シンブルチャームキット ミニタッセルを作ってかわいいチャームが出来るキット
ストラップとイヤホンジャック、2つのパーツが入っています

３４２６１９

商品名 ガーデンタッセル＆シンブルチャームキット

参考上代(税別) ９００円

セット内容 刺繍糸・マルカン・シンブルチャームセット

イヤホンジャックパーツ・ストラップ金具

作り方説明書
①フリージア ②スイートピー ③スズラン

ロット 1

W約10.8cm×H約19.3㎝

④わすれな草 ⑤ストック
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商品コード

プレート　単品

商品コード

商品名

商品コード

パッケージサイズ

マイチャーム　アルファベット

NEW



クロスステッチキット　ビスコーニュ アンカー刺繍糸を使ったかわいいビスコーニュのキット
ラメ糸を使用しており、高級感あふれる仕上がりになります

３４２６３４

商品名 クロスステッチキット　ビスコーニュ

参考上代(税別) ９５０円

セット内容 刺繍糸・刺繍布・裏布・ビーズ

綿・クロスステッチ針・作り方説明書

ロット 1

アンカー刺繍糸総合見本帳　Anchor Embroidery Shade Card

◆糸サンプルのついた見本帳◆

掲載糸は･･･

25番糸、25番糸（マルチカラー）、パールコットン全種、ソフトエンブロイダリー、アブローダー全種、

アンカーレース、アンカーメタリック、アンカーラメ、アストレラ

商品コード ３４２７００

商品名 アンカー刺繍糸総合見本帳

参考上代(税別) ４,７６０円

ロット 1

【針先が丸く、布目を割らないタイプ】 【針先が尖って、布地を刺すタイプ】　　　 【ビーズ刺繍】
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●商品コード：４４０２１８　ビーズ針　　　　　　　　　●参考上代（税別）３００円　●ロット：１０枚

ビーズ針
　　クロスステッチ、カットワーク、ハーダンガーなど フランス刺繍など

●商品コード：４４０２１５　タペストリー針　　　　　　●参考上代（税別）３００円　●ロット：１０枚

●商品コード：４４０２１３　刺繍針エンブロイダリー ●参考上代（税別）３００円　●ロット：１０枚

商品コード

　①ピンク 　　　②ブルー

刺繍の針　ミルワード

タペストリー針 刺繍針(エンブロイダリー）

2016年7月20日発売

NEW

詳細はパッチワーク総合カ

タログをご覧ください。



(こちらの商品は送料ご負担願います）

商品コード ３４２３１０ 参考上代(税別)１８２,４６０円 商品コード ３４２６０９ 参考上代(税別) １６７,４４０円

商品コード ３４２３１1 参考上代(税別)３５２,６８０円 商品コード ３４２３１５ 参考上代(税別) ２２４,５５０円

商品コード ３４２１００ 商品コード ３４２１００ 商品コード ３４２１００

商品コード ３４２１０１ 商品コード ３４２１０１ 商品コード ３４２１０１

商品コード ３４２３０３ 商品コード ３４２３０４ 商品コード ３４２３０４

商品コード ３４２３０４ 参考上代(税込) ２０,８８０円 参考上代(税込) １９,８８０円

参考上代(税込) ３２,３６０円
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アンカー什器付セット



レース糸のロングセラー。糸にハリと光沢があり、美しい仕上がりに。

商品コード ３４２７０１

商品名 アイーダ

見本帳

参考上代(税別) ２,８００円

商品コード ３４２４００ 商品名 アイーダ＃５ 参考上代(税別)　１,１００円 全色 ３５色

商品コード ３４２４０１ 商品名 アイーダ＃１０ 参考上代(税別)　１,１００円 全色 ４５色

商品コード ３４２４０２ 商品名 アイーダ＃１５ 参考上代(税別)　1,２００円 全色 ３５色

商品コード ３４２４０３ 商品名 アイーダ＃２０ 参考上代(税別)　1,２００円 全色 ３５色

●重量：５０ｇ　●ロット：４玉　●素材：綿１００％

商品コード ３４２４０４ 弊社商品名 アイーダ＃１０　マルチカラー

参考上代(税別) 1100円 全色 １２色

●重量：５０ｇ　●ロット：４玉　●素材：綿１００％

ボビンレースを中心に使用される超細番手で、高級品質のコットン製。

▼バテンレースの参考作品

糸見本は、刺繍総合見本帳に掲載されています。

商品コード ３４２４１３ 商品名 アンカーレース＃１０ 参考上代(税別)　1,２００円 全色 　５色

商品コード ３４２４１２ 商品名 アンカーレース＃２０ 参考上代(税別)　１,１００円 全色 １３色

商品コード ３４２４１１ 商品名 アンカーレース＃３０ 参考上代(税別)　１,１００円 全色 １４色

商品コード ３４２４１０ 商品名 アンカーレース＃４０ 参考上代(税別)　１,１００円 全色 １４色

●糸長：５００ｍ　●ロット：５個　●素材：綿１００％
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アンカーレース　Anchor Lace

アイーダ　Aida　(こちらの商品は無くなり次第廃番になります)

▲マルチカラー

▲＃１０



アンカーがお薦めする最上級品。細番手はタティングレース愛好者にブーム沸騰中。

商品コード ３４２７０２

商品名 マーサクロッシェ

見本帳

参考上代(税別) ２,８００円

２０ｇ玉

商品コード ３４２４２４ 商品名 マーサクロッシェ＃２０ 参考上代(税別)　１,１００円 全色 ４４色

商品コード ３４２４２０ 商品名 マーサクロッシェ＃４０ 参考上代(税別)　１,１００円 全色 １３色

商品コード ３４２４２７ 商品名 マーサクロッシェ＃６０ 参考上代(税別)　１,１００円 全色 ７色

商品コード ３４２４２８ 商品名 マーサクロッシェ＃８０ 参考上代(税別)　１,１００円 全色 ７色

●重量：２０ｇ　●ロット：5玉　●素材：綿１００％ ※取り扱いの色数は、2・48・108・131・206・234・387・390
403・831・926・7906・9046　の13色です。

その他の色は在庫が無くなり次第廃番になります

商品コード ３４２４２２

商品名 マーサクロッシェ　メタリック　＃１０

参考上代(税別) ２,２００円

ロット ４玉

重量 ５０ｇ

●全色数：７色　●素材：綿９６％、ポリエステル４％

　海外で話題の太番手糸。特にニットウェアにおすすめ。

●商品名：パペットリリック見本帳

●参考上代（税別）：２,８００円

●かぎ針・棒針サイズ：

直径３～４．５ｍｍ

①太 商品コード ３４２４３０ 商品名 パペットリリック ８／８ 参考上代(税別) ４３０円 全色 ２７色

②細 商品コード ３４２４３１ 商品名 パペットリリック ８／４ 参考上代(税別) ４３０円 全色 １３色

●重量：５０ｇ　●糸長：①～７０ｍ、②～１５０ｍ　●ロット：１０玉　●素材：綿１００％
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パペットリリック　Puppets Lyric

マーサクロッシェ　Mercer Crochet

マーサクロッシェ　メタリック＃１０　Mercer Crochet Metallic

●商品コード：３４２７０３

●商品名：マーサクロッシェ見本帳

●参考上代（税別）：１,２００円



ナチュラルな色と質感、リネンらしさを追求した糸。
●商品名：アンカーリネン見本帳

商品コード ３４２４３２

商品名 アンカー　リネン　＃１０

参考上代(税別) １,９００円

ロット １０玉

重量 ５０ｇ

全色 ３色

素材 麻１００％

●棒針サイズ：直径１．２５～１．５ｍｍ

やさしいパステルカラーで、ソフトな肌触りの糸。赤ちゃんへの贈り物に。
●商品名：ベビーソフト見本帳

商品コード ３４２４４０ ●参考上代（税別）：１,２００円

商品名 ベビーソフト ＃５

参考上代(税別) １,７００円

ロット ４玉

重量 ５０ｇ

全色 ８色

素材 綿１００％

●棒針サイズ：直径０．７５～１．７５ｍｍ

ヨーロッパで大人気の段染め糸。クロッシェと棒針編みのどちらにも使えて、小物～ニットウエア向き。

商品コード ３４２４４１

商品名 アンカー　マジックライン

参考上代(税別) ７５０円

ロット １０玉 ▼参考作品

重量 ５０ｇ

全色 １５色

素材 綿１００％

●かぎ針サイズ：直径４ｍｍ

●棒針サイズ：直径４．５ｍｍ
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ｱﾝｶｰ　マジックライン　Anchor Style Magicline

リネン　Anchor Artiste Linen

●参考上代（税別）：１,２００円

ベビーソフト ＃５　Anchor Artiste Baby Soft



滑らかな質感と柔らかさを、追求した新商品。カラフルで使いやすい。

細 商品コード ３４２４５０ ●商品コード：３４２７０５

商品名 クリアティバ　フィーノ ●商品名：　　　　　　　　　

参考上代(税別) ５５０円 　　クリアティバフィーノ＆　　

ロット １０玉 　　クリアティバ見本帳

重量 ５０ｇ ●参考上代（税別）：１,６００円

全色 ３０色

素材 綿１００％

太 商品コード ３４２４５１

商品名 クリアティバ

参考上代(税別) ６００円

ロット １０玉

重量 ５０ｇ

全色 ３０色

素材 綿１００％

●かぎ針サイズ：直径４ｍｍ、●棒針サイズ：直径４．５ｍｍ ▲参考作品
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クリアティバ　フィーノ　Anchor Style Creativa Fino

クリアティバ　Anchor Style Creativa





金亀糸業株式会社　生涯学習事業部
ホームページ：http://www.kinkame.co.jp/

スタッフブログ：http://kinkameblog.jugem.jp/

本社：〒103-004

東京都中央区東日本橋1-2-15

TEL:03-5687-8511  FAX：03-5687-1108

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

カタログに掲載されている商品は2016年6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#
tel:047-437-8911  FAX:047-432-1108#

