
2018年3月現在

オリジナルブランド

ライセンスブランド

刺しゅう見本帳

ブランドのロゴマーク、キャラクターに重ならない部分に刺しゅうをお入れできます。ブランドのロゴマーク、キャラクターに重ならない部分に刺しゅうをお入れできます。

・海島綿

・ピエール・カルダン

・トゥルー　トラサルディ　スティーレ

・ウンガロ　ソワ

・ローラ　アシュレイ

・シュウ　ウエムラ

・ツモリ　チサト

・トッカ

・ディズニーキャラクターシリーズ

・ハローキティー

・ジャパンナショナルチーム

・ジャイアンツ・コレクション

・ジェフリー・フルビマーリ

・ユナイテッド　アローズ

「お名前」 のみ
記号・フルネームセット記号・フルネームセット

１色のみの花文字（カラーレターなど）１色のみの花文字（カラーレターなど）
は、お名前に含まれます。は、お名前に含まれます。

ユナイテッド　アローズ商品ユナイテッド　アローズ商品
には、ブランドロゴのない方には、ブランドロゴのない方
（ タ オ ル の 反 対 側 ） に の み（ タ オ ル の 反 対 側 ） に の み
刺しゅうをお入れできます。刺しゅうをお入れできます。

刺しゅうができる内容



※書体、サイズごとの計算になります

税抜

税込

\324

\324

\378 \432 \486 \540 \594

\378 \432 \486 \540 \594

\324 \378 \432 \486 \540 \594

\540

\54

\54

\54

\54

\54 \54

\594 \648 \702 \756 \810

\540 \108 \648 \756 \864 \972 \1,080

\540 \108 \648 \756 \864 \972 \1,080

\756 \108 \864 \972 \1,080 \1,188 \1,296

消費税８％

記号(有料 ) 記号(無料 )

プチ

ご注意：A・B・C・E書体にプチサイズはありません

ご注意：A・B・C・E書体にプチサイズはありません

ご注意：漢字にプチサイズはありません

ご注意：漢字にプチサイズはありません

書体

書体

ひらがな ・ カタカナ

D書体

ひらがな ・ カタカナ

A ・ B ・ C ・ D ・ E 書体

ひらがな ・ カタカナ

A ・ B ・ C ・ D ・ E 書体

ひらがな ・ カタカナ

A ・ B ・ C ・ D 書体

5 文字
まで

5 文字
まで

1ｃｍ

2ｃｍ

3ｃｍ

1ｃｍ

2ｃｍ

3ｃｍ

\300

\300

\350 \400 \500 \550

\350 \400 \450

\450

\500 \550

\300 \350 \400 \450 \500 \550

\500

\50

\50

\50

\50

\50 \50

\550 \600 \650 \700 \750

\500 \100 \600 \700 \800 \900 \1,000

\500 \100 \600 \700 \800 \900 \1,000

\700 \100 \800 \900 \1,000 \1,100 \1,200

記号(有料 ) 記号(無料 )

プチ

書体

書体

ひらがな ・ カタカナ

D書体

ひらがな ・ カタカナ

A ・ B ・ C ・ D ・ E 書体

ひらがな ・ カタカナ

A ・ B ・ C ・ D ・ E 書体

ひらがな ・ カタカナ

A ・ B ・ C ・ D 書体

5 文字
まで

5 文字
まで

1ｃｍ

2ｃｍ

3ｃｍ

1ｃｍ

2ｃｍ

3ｃｍ



漢字の中に
他の文字が混ざる

場合は全て漢字計算

長音を表す
「　」記号は

1文字として計算

A書体1cm 5文字 ¥300

同じ書体
異なるｻｲｽﾞが

混在する

同じサイズ
同じ書体で改行

同じサイズ
異なる書体が

混在する

文字の間に
柄をはさむ

A書体1cm10文字 ¥550
A書体3cm 4文字 ¥500

合計 ¥1,050

A書体1cm 6文字 ¥350
柄：ｻｯｶｰﾎﾞｰﾙ　 \300
A書体1cm 4文字 ¥300

合計 ¥950

A書体1cm 6文字 ¥350
A書体1cm 4文字 ¥300

合計 ¥650

A書体1cm10文字 ¥550
ひらがな1cm3文字 ¥300

合計　¥850

A書体1cm10文字 ¥550
B書体1cm 4文字 ¥300

合計　¥850

漢字1cm 5文字 ¥500

多色は2色目から
1色ごとに¥50加算

アーチ型は¥50加算

同じ商品の
離れた位置に
二カ所以上

A書体1cm10文字　¥550
A書体1cm 6文字　¥350

合計　¥900

ひらがな1cm6文字 ¥350
¥50×5色　　　 ¥250

合計　¥600

漢字1cm10文字 ¥1,000

☆アーチ型は5文字以上あるとﾊﾞﾗﾝｽよく仕上がります。
☆逆アーチ型はできません。

※異なる書体、サイズが混在した
　アーチ型はできません。

ひらがな1cm6文字 ¥350
アーチ　　　　　¥50

合計　¥400

文字刺しゅう計算方法
刺しゅうイメージ文字の種類 刺しゅう価格

新
規
計
算
（
追
加
文
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

※税抜価格で表記しています。

消費税８％



消費税８％



消費税８％



消費税８％



消費税８％

プチ



消費税８％

プチ

プチ



フルネームセット/糸見本帳から選択

刺しゅう項目：お名前

お名前の書体はひらがな又はカタカナのみ。

(糸色：選択)
(サイズ：実物大)

※漢字と混在する一連の文字（ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号）は
　全て漢字の計算になります。

※パソコンで変換が出来ない特殊な漢字は、刺しゅう出来ません。

セット文字
サイズ:1cm

\540(本体価格\500)

消費税８％



ステッチE書体	(ガーゼ用）

ガーゼタオル
OK

消費税８％



消費税８％

ガーゼタオル
OK

ガーゼタオル
OK

ステッチひらがな	(ガーゼ用）

ステッチカタカナ	(ガーゼ用）



書体見本
カラーレター/糸見本帳から選択

Lサイズ

Mサイズ

Sサイズ

(糸色：選択)
(実物大：7cm×7cm)

(糸色：選択)
(実物大：5cm×5cm)

(糸色：選択)
(実物大：3.6cm×3.6cm)

\486(本体価格\450)

\378(本体価格\350)

\270(本体価格\250)

消費税８％



イニシャル2文字以上の「.」は

     でお入れ致します。(無料)

消費税８％



書体見本モノグラムロング/糸見本帳から選択

(糸色：選択)
(実物大：7cm×2.5cm)

(糸色：選択)
(実物大：5.5cm×2cm)

(糸色：選択)
(実物大：3.5cm×1.2cm)

Lサイズ

Mサイズ

Sサイズ

\486(本体価格\450)

\378(本体価格\350)

\270(本体価格\250)

消費税８％



イニシャル2文字以上の「.」は

    でお入れ致します。(無料)

消費税８％



書体見本
モノグラムハート/糸見本帳から選択

(糸色：選択)
(実物大：4cm×5.5cm)

(糸色：選択)
(実物大：2.5cm×3.3cm)

Mサイズ

Sサイズ

\378(本体価格\350)

\270(本体価格\250)

消費税８％



イニシャル2文字以上の「.」は

    でお入れ致します。(無料)

消費税８％



書体見本クラウンカール/糸見本帳から選択

(糸色：選択)
(実物大：5.4cm×5.5cm)

(糸色：選択)
(実物大：3.5cm×3.3cm)

Mサイズ

Sサイズ

\378(本体価格\350)

\270(本体価格\250)

消費税８％



イニシャル2文字以上の「.」は

    でお入れ致します。(無料)

消費税８％



Tリーフ/糸見本帳から選択

M        　　　　  　 　　　 N　　　　　 　　　         O

T        　　　　  　 　　　 U　　　　　 　　　         V

(糸色：選択)
(実物大：9.9cm×11cm)

(糸色：選択)
(実物大：6.6cm×7.3cm)

Mサイズ Sサイズ

\918(本体価格\850) \648(本体価格\600)

消費税８％



書体見本
A        　　　　  　   B　　　　　 　　　       C                      D

E        　　　　  　   F　　　　　 　　　       G                      H

P        　　　　  　   Q　　　　　 　　　       R                      S

W        　　　　  　  X　　　　　 　　　       Y                      Z

I        　　　　  　   J　　　　　 　　　       K                      L

消費税８％



Fフォント/糸見本帳から選択

1サイズのみ

書体見本

(糸色：選択)
(実物大：6.8cm×8.3cm)

V

\594(本体価格\550)

消費税８％



Z

消費税８％



/配色あり

Mサイズ　\540(本体価格\500)

Sサイズ　\324(本体価格\300)

消費税８％

（糸色：3,13）

（糸色：19,25） （糸色：27,28）

（糸色：19,25） （糸色：27,28）

（糸色：7,13） （糸色：13,27）

B配色 P配色

BK配色 BR配色

BE配色

B配色 P配色

BK配色 BR配色

BE配色

（実物大：5cm×4.5cm）

（糸色：3,13） （糸色：7,13） （糸色：13,27）
（実物大：3.3cm×3cm）

イニシャルバイカラー



書体見本

消費税８％

イニシャル２文字以上の「.」は

でお入れ致します。（無料）



書体見本

(糸色：25,27)
(サイズ：実物大)

イニシャルアウトライン /配色あり

(糸色：13,25)
(サイズ：実物大)

BE配色

W配色

BE配色 W配色

イニシャル2文字以上の「.」は
　　でお入れします。（無料）

\324(本体価格\300)

消費税８％



イニシャルガーデン /配色あり

(糸色：5,10,13,21,23)

(糸色：15,16,21,23) (糸色：7,9,21,23,29) (糸色：9,13,16,21,23,29,30)

(糸色：9,10,15,16,21,23,28,29) (糸色：1,3,21,23,30) (糸色：3,16,21,23,24,30)

(糸色：5,10,13,21,27)
(実物大：4cm×4cm)

ミモザ

エーデルワイス フリージア リンドウ ハイビスカス

蘭蓮

チューリップ エニシダ

(実物大：4cm×4cm)

BE配色

1サイズのみ
15色以外の糸色を使用しています。

G配色

(糸色：7,13,15,16,21,23) (糸色：10,13,15,16,21,23) (糸色：3,4,13,21,23,24,30) (糸色：10,13,16,21,23,29)

スミレ

お渡しまで約2週間かかります。

\432(本体価格\400)

消費税８％



書体見本

(糸色：5,10,13,21,23)

(糸色：3,4,16,21,23,24,30) (糸色：10,15,16,21,23) (糸色：13,15,16,21,23) (糸色：7,9,21,23,29)

(糸色：9,15,16,21,23,28,29) (糸色：3,13,15,21,23) (糸色：10,21,23,28) (糸色：7,9,15,16,21,23)

(糸色：3,10,13,15,16,21,23) (糸色：21,23,24,30) (糸色：1,3,13,15,21,23) (糸色：10,15,16,21,23,28,29)

(糸色：3,4,21,23,30) (糸色：10,16,21,23) (糸色：13,15,21,23)

アネモネ

アヤメ

ポピー

野いちご 藤 糸ラン 百日草

クイーンズアンズレース バラ スイトピー

スイセン

矢車草 金連花 デイジー

　カラー 　ユリ

消費税８％



イニシャルベア/配色あり

G配色

(糸色：5,10,13,27,28）
(実物大：5cm×5.5cm)

(糸色：5,13,23,27,28） (糸色：5,13,16,27,28）

(糸色：5,10,13,27,28）
(実物大：3.5cm×3.8cm)

(糸色：5,13,23,27,28） (糸色：5,13,16,27,28）

OR配色R配色

G配色 OR配色R配色

Lサイズ

Sサイズ

\648(本体価格\600)

\432(本体価格\400)

消費税８％



書体見本

イニシャル2文字以上の「.」は

    でお入れ致します。(無料)

消費税８％



G

U V W X

H

A B

N OM P

(糸色：5,16,28,29)
(サイズ：6.0cm×8.6cm)

(糸色：5,16,28,29)
(実物大：6.0cm×8.6cm)

(糸色：4,9,28,29)
(サイズ：8.3cm×10.8cm)

(糸色：5,10,15,28)
(サイズ：8.7cm×11cm)

(糸色：1,5,13,16,19)
(サイズ：7.1cm×12.9cm)

(糸色：4,5,16,23)
(サイズ：7.0cm×11cm)

(糸色：9,10,16,23)
(サイズ：7.3cm×10.7cm)

(糸色：7,16,28,29)
(サイズ：8.2cm×10.4cm)

(糸色：10,16,27,28)
(サイズ：6.9cm×9.6cm)

(糸色：5,10,23,28)
(サイズ：6.6cm×9.9cm)

(糸色：5,10,13,27,28)
(サイズ：6.2cm×8.9cm)

(糸色：3,5,10,19)
(サイズ：7.0cm×10.5cm)

(糸色：4,5,15,16)
(サイズ：8.1cm×8.4cm)

イニシャルフレンドN /配色なし
書体見本

1サイズのみ

\756(本体価格\700)

消費税８％



I J K L

Y Z

C D FE

R TQ S

(糸色：9,10,13,19,23)
(サイズ：8.7cm×8.7cm)

(糸色：10,13,21,23)
(サイズ：6.5cm×8.9cm)

(糸色：4,5,10,21)
(サイズ：9.8cm×8.5cm)

(糸色：10,15,16,23,28)
(サイズ：7.1cm×7.4cm)

(糸色：4,16,19,29)
(サイズ：6.6cm×9cm)

(糸色：9,23,27,28)
(サイズ：7.5cm×10.7cm)

(糸色：1,4,5,15)
(サイズ：8.8cm×10.2cm)

(糸色：10,16,19,27,28)
(サイズ：7.5cm×10.5cm)

(糸色：4,10,15,19)
(サイズ：8.5cm×10.3cm)

(糸色：4,5,10,15)
(サイズ：6.9cm×8.5cm)

(糸色：4,7,9,10,21)
(サイズ：6.5cm×8.5cm)

(糸色：7,10,15,16)
(サイズ：5.3cm×10cm)

(糸色：5,10,15,19)
(サイズ：6.3cm×8.8cm)

(糸色：4,5,15,21,23)
(サイズ：7.1cm×8.2cm)

消費税８％



APホワイトベア/配色あり

(糸色：9,13,15,16,21,27,28）
(実物大:4.7cm×13cm)

(糸色：1,3,9,13,15,16,21,27,28）
(実物大：5.5cm×15cm)

B配色

P配色

(糸色：1,9,13,15,21,27,28）
(実物大：6.2cm×7cm)

P配色

(糸色：1,3,9,13,15,21,27,28）
(実物大：6.2cm×7cm)

B配色

(実物大:4.7cm×13cm)

(糸色：1,3,9,13,15,16,21,27,28）
(実物大：5.5cm×15cm)

B配色

1サイズのみ
アップリケの刺しゅうです。

お名前の書体、サイズ、色は変更出来ません。(Ｄ書体、2ｃｍ)
P配色にはお花が、B配色には汽車がそれぞれ刺しゅうされます。

刺しゅう項目：頭文字に続くお名前

(糸色 9 13 15 16 21 27 28）

APホワイトベアセット/配色あり

お渡しまで約2週間かかります。

\864(本体価格\800)

\1,296(本体価格\1,200)

消費税８％



A　　　　　　　　 　　　　B　　          　　 　C　　　　　　　  　　　D　

E　　　　　　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　G　　          　　H　

　I　　　　　　　　  　　　J　　　　　　　　　　　K　　　　　　　　　　L      　　        　　　

W          　　　　　　  X　　　　　　　　   Y　　　　 　 　　     Z

R   　　　　　   　S      　　　　　　　T 　　　　　　　　U             　V    　  　　　　　　　

(糸色：1,9,13,15,16,21,27,28)
(サイズ：6.5cm×7.2cm)

(糸色：1,3,9,13,15,21,27,28)
(サイズ：5.8cm×7.8cm)

(糸色：1,9,13,15,21,27,28)
(サイズ：6.2cm×7cm)

(糸色：1,3,9,13,15,16,27,28)
(サイズ：6.3cm×6.7cm)

(糸色：9,13,15,16,21,27,28)
(サイズ：4.8cm×7.8cm)

(糸色：1,3,9,13,15,27,28)
(サイズ：5.5cm×7cm)

 M   　　　　　　　　　  N　　　　　　　　　O   　　　　　　 P             　Q

書体見本

　　 　　　　 　　 　　　　　　　　 K　　　 　　　　　

O   　　　　　　 P              Q

U            　V     　 　　　

W      　 　

   　　　 　　

　 B  

　　　　　　　 　　　 　　　　 　　　　　　 G　　         　 H　

      　       　

M   　　　　　 　　　　  N　　 　　 　　　 　

R   　　　 　   　S T 　　　　　　　　UU

X　　　　　　　　 　　 　 　     Z

消費税８％



ベビー

(糸色：7,9,28)
(サイズ：実物大)

(糸色：3,7,9,28)
(サイズ：実物大)

おくるみベビー

おくるみセット

(糸色：3,7,9,13,15,21,28)
(サイズ：10cm×12.7cm)

刺しゅう項目：お名前,お誕生日,身長,体重

P配色 B配色

P配色 B配色

お名前や数字の書体、色、サイズの変更は出来ません。

\1,674(本体価格\1,550)

\378(本体価格\350)

消費税８％



ハローベビーセットN 

こうのとりセットN

P配色 B配色

(糸色：3,7,9,13,14,16,21,28)
(サイズ：21.5cm×25cm)

刺しゅう項目：お名前,お誕生日,身長,体重,お誕生時間

(糸色：3,7,9,13,15,21,27,28,29)
(サイズ：23.5cm×19cm)

(糸色：3,4,7,9,13,15,16,21,27,28)

　刺しゅう項目：お名前,お誕生日,身長,体重,お誕生時間

お名前や数字の書体、色、サイズの変更は出来ません。

お名前や数字の書体、色、サイズの変更は出来ません。

\3,780(本体価格\3,500)

\3,240(本体価格\3,000)

消費税８％

P配色 B配色



メリーゴーランドＬ

メリーゴーランドＭ

P配色 B配色

P配色

刺しゅう項目：お名前,お誕生日

(糸色：3,7,9,15,16,21,27,28)
(サイズ：25cm×21cm)

　刺しゅう項目：お名前,お誕生日,体重

お名前や数字の書体、色、サイズの変更は出来ません。

お名前や数字の書体、色、サイズの変更は出来ません。

B配色

(糸色：3,7,9,15,16,21,27,28)
(サイズ：16cm×16cm)

\1,674(本体価格\1,550)

\3,240(本体価格\3,000)

消費税８％



赤ちゃんNセットS

赤ちゃんNセットM

P配色 B配色

P配色

刺しゅう項目：下のお名前,日付

(糸色：7,9,13,16,21,27,28)
(サイズ：実物大)

刺しゅう項目：下のお名前

B配色

(糸色：3,7,9,13,16,21,27,28)
(サイズ：実物大)

\756(本体価格\700)

\540(本体価格\500)

消費税８％

セット文字
サイズ:1cmお名前の書体はひらがな又はカタカナのみ。

お名前の色は決められています。

(糸色：3,7,9,13,16,21,27,28)
(サイズ：実物大)

お名前の書体はひらがな又はカタカナのみ。
お名前、日付の色は決められています。

セット文字
サイズ:1cm



ベビー（ガーゼ用）

消費税８％

ステッチバニーセット

(糸色：9)
(2～3文字用サイズ：実物大)

(糸色：10,23.28)
(サイズ：実物大)

(糸色：16.28)
(サイズ：実物大)

(糸色：16,28)
(サイズ：実物大)

(糸色：3.4,28)
(サイズ：実物大)

(糸色：3)
(4文字用サイズ：7cm×6.5ｃｍ)

(糸色：16)
(5～6文字用サイズ：7cm×8ｃｍ)

\540(本体価格\500)

ステッチくまステッチりんご

ステッチほし ステッチくじら

\324(本体価格\300)

セット文字
サイズ:1cm

刺しゅう項目：下のお名前

お名前の書体はステッチひらがな、
ステッチカタカナのみ。

お名前の色は決められています。
お名前の文字数でサイズは決められています。

P配色

B配色

OR配色

\324(本体価格\300)

\324(本体価格\300)

\324(本体価格\300)

ガーゼタオル
OK



B配色

刺しゅう項目：下のお名前、年（数字４ケタまで）

(糸色：3,9,21,27,28)(サイズ：実物大)

(糸色：3,9,21,27,28)(サイズ：実物大)

ステッチこうのとりセット \1,080(本体価格\1,000)

ステッチもくばセット \1,080(本体価格\1,000)

消費税８％

セット文字
サイズ:2cm

セット文字
サイズ:2cm

刺しゅう項目：下のお名前、体重（数字４ケタまで）
お名前の書体はステッチひらがな、ステッチカタカナ、

ステッチＥ書体（ローマ字：２文字目以降小文字）のみ。お名前の色は決められています。

お名前の書体はステッチひらがな、ステッチカタカナ、
ステッチＥ書体（ローマ字：２文字目以降小文字）のみ。お名前の色は決められています。

P配色

B配色 P配色

ガーゼタオル
OK

ガーゼタオル
OK



(糸色：15,16,28)

(糸色：3,13,16,28)(糸色：15,16,28) (糸色：13,25)

(糸色：15,16,28)(糸色：15,16,28)(糸色：7,10,16,28)

(糸色：5,13,28)(糸色：4,13,16,28)(糸色：16,21,23,28)

(糸色：21,23,28)(糸色：16,28)

(糸色：3,7,13,28)

(糸色：16,28)(糸色：9,28,29)

(糸色：3,4,13,28)(糸色：3,4,13,28) (糸色：16,21,23,28)(糸色：16,21,23,28)

(糸色：1,3,4,9,28)

(糸色：3,7,9,13,28) (糸色：7,9,13,28)

(糸色：7,23,28)(糸色：7,23,28)

(糸色：7,28,29)(糸色：7,28,29)(糸色：4,7,28)(糸色：4,7,28) (糸色：4,7,9,28)(糸色：4,7,9,28) (糸色：7,9,10,28)(糸色：7,9,10,28)

(糸色：7,10,28)(糸色：7,10,28)（糸色：28）（糸色：10,13,16,28） （糸色：23,27,28）

ミニマーク

(サイズ：実物大)

ひつじ N ひよこ N

ぺんぎん N

きりん N パンダ

ぞう N

ライオン Nタイガー

かえる

うさぎ N くま N さる N

イルカ N りくがめ

おじい
　ちゃん N

おばあちゃん N

おとうさん N おかあさん N 男の子 N 女の子 N

きょうりゅう

白鳥りす N

くじら

ブルー赤ちゃん N ピンク赤ちゃん N

どう
ぶつ

かぞく
あしあとねこ いぬ

\324(本体価格\300)

消費税８％01



(糸色：3,9,13,15,21)(糸色：3,9,13,15,21) (糸色：15,16,28)(糸色：15,16,28)(糸色：3,9,15,16,28)(糸色：3,9,15,16,28)

(糸色：10,15,28) (糸色：5,13,28)(糸色：9,15,16,28,29) (糸色：15,16,21,23,28)(糸色：4,10,15,28)

(糸色：5,10)(糸色：5,10)(糸色：9,29) (糸色：10,13)(糸色：3,9,13,27,28)

(糸色：4,5,10,16)

(糸色：4,10,15,28) (糸色：4,13,10,16,28)

(糸色：4,10,15,16,23)

(糸色：9,21,28,29)(糸色：15,29) (糸色：10,23) (糸色：10,23,28) (糸色：21,23,28,29)

(糸色：4,5,10,13,
              16,28) (糸色：3,13,16,23,28) (糸色：4,5,10,13,16)

(糸色：4,5,10,13
　　　　　　　15,28) (糸色：4,10,13,15,28)(糸色：3,5,10,15,28)

（糸色：7,9,16,28,29）

（糸色：4,10,13,23,28）（糸色：4,10,13,16）

ちょうちょ Nてんとうむし N いもむし N

太陽 Nレインボー Nつき

いちご N

くるま N パトカー N 消防車 N 救急車 N バス N

電車 N

はち N かぶとむし N

もくば N

はな N チューリップ N さくらんぼ N

汽車 ヨット Nロケット N ロボット N

さくら N

リボン N ダブルハートウィンクハート

のり
もの

むし
はな

いろ
いろ

おひめさま

ヘリカラージェット

02 消費税８％



(糸色：10,13,23
             27,28)

(糸色：10,16,19,25) (糸色：10,16,25)

(糸色：16,25) (糸色：13,25)

(糸色：5,10)(糸色：5,10)

(糸色：10,25)

(糸色：10,25)

(糸色：5,13) (糸色：13,16) (糸色：16,28) (糸色：23,27,28)(糸色：10,13,27,28) (糸色：27,28)

(糸色：5,13,15,27) (糸色：1,4,5)

(糸色：10,25)(糸色：13,25)

(糸色：13,29)

(糸色：4,5,10,13)

(糸色：4,10,13,27)
(糸色：5,10,13,23
            27,28) (糸色：10,23,27,28) (糸色：5,27,28,29) (糸色：4,5,10,13)

(糸色：4,10,13,28)

(糸色：5,23,28)

バレーサッカー バスケット グローブ ラグビー 卓球

キャット アンカー つばめ

バレエシューズ Nゴーグル N

スニーカー N

グリーン

旗メダルリボン

エッフェル塔

ひこうき

ペアグラス

テニス

スポーツ
カー

トレッキング

自転車

グランドピアノ メロディー

フラダンス ヨガ

めがね N

ゴルファー

スポ
	ーツ

シン
プル

03 消費税８％



(糸色：10,23,28) (糸色：10,13,15,28)
(糸色：9,10,13,
         15,21,28)

(糸色：3,19) (糸色：9,19)(糸色：10,23) (糸色：10,16,23) (糸色：13,23)

(糸色：7,10,13,28)(糸色：5,16,25) (糸色：10,13,25)(糸色：10,13,16,25)

(糸色：3,7,13,15,28) (糸色：10,13,16,28) (糸色：10,15,16,23,28)

(糸色：10,23,27,28)

（糸色：10,23,28）（糸色：10,23,29）

（糸色：9,13,21） （糸色：10,13,28）（糸色：4,7,10,16,25）（糸色：10,13,16,25）（糸色：16,19,25）

（糸色：10,13） （糸色：10,13,27,28）（糸色：5,13,15）

すいかカーネーション

ハロウィンかぼちゃ ハロウィンおばけ ハロウィンがいこつ

桜の花 梅の花 卒業 万年筆こけしひな

もみじ きのこお月見

アップル ロールケーキ マカロン

クラウン N ティアラクローバー Nハイビスカス Nローズ

トナカイ N

雪だるま N天使 N ベル

サンタ N

季節

04 消費税８％



(糸色：3,10,13,
            16,28)

(糸色：10,13,16,23,28)

(糸色：10,13,16,28) (糸色：10,16,28) (糸色：9,10,13,28) (糸色：10,16,21,23,28)

(糸色：10,16,21,23)
(糸色：3,10,13,16,
            27,28)

(糸色：10,16,27,28)

(糸色：10,13,27,28) (糸色：4,10,13,16,28)

(糸色：5,10,13,16,28)

十二支
ねずみ

十二支うし 十二支とら 十二支うさぎ 十二支たつ

十二支へび 十二支うま 十二支ひつじ 十二支さる 十二支とり

十二支いぬ 十二支いのしし

十二支

05 消費税８％



ネームパーティープチ
セット文字
サイズ:プチ

(糸色：1,4,5,10,13,21)
(サイズ：約5.7cm×4.3cm)

(糸色：4,5,10,13,15,16,23,28)
(サイズ：約6.3cm×4.4cm)

(糸色：3,4,5,10,13,16,23)
(サイズ：約6.5cm×4.4cm)

(糸色：4,5,10,13,16,23,27,28)
(サイズ：約5.8cm×4cm)

\756(本体価格\700)

消費税８％

実物大実物大

お名前の書体はひらがな又はカタカナのみ。
お名前の色糸は決められています。

刺しゅう項目：フルネーム又は下のお名前

ネームジョーズP ネームティラノP ネームロボP ネームｼｮﾍﾞﾙｶｰP

下のお名前の場合フルネームの場合

料金は同じです

(糸色：7,9,10,13,16,21,28,29)
(サイズ：約6.7cm×4cm)

(糸色：3,4,7,9,10,13,16,28,29)
(サイズ：約6.3cm×4cm)

(糸色：3,9,13,16,21,23,27,28,29)
(サイズ：約6.8cm×4cm)

(糸色：9,13,16,21,27,28,29)
(サイズ：約6.4cm×4.2cm)

ネームラビットP ネームユニコーンPネームマーメイドPネームプリンセスP



ネームパーティーⅯ

お名前の書体はひらがな又はカタカナのみ。
お名前の色糸は決められています。

刺しゅう項目：フルネーム又は下のお名前

(糸色：1,4,5,10,13,16,21)
(サイズ：約8.2cm×6.2cm)

(糸色：4,5,10,13,15,16,23,28)
(サイズ：約8.5cm×6cm)

(糸色：3,4,5,10,13,16,23)
(サイズ：約8.5cm×5.8cm)

(糸色：4,5,10,13,16,23,27,28)
(サイズ：約7.7cm×5.7cm)

ネームジョーズM ネームティラノM ネームロボM ネームｼｮﾍﾞﾙｶｰM

セット文字
サイズ:1cm \972(本体価格\900)

消費税８％

下のお名前の場合フルネームの場合
実物大実物大

(糸色：7,9,10,13,16,21,28,29)
(サイズ：約9cm×5.7cm)

(糸色：3,4,7,9,10,13,16,28,29)
(サイズ：約9cm×6cm)

(糸色：3,9,13,16,21,23,27,28,29)
(サイズ：約8.7cm×5.9cm)

(糸色：9,13,16,21,27,28,29)
(サイズ：約8.8cm×5.9cm)

ネームラビットM ネームユニコーンMネームマーメイドMネームプリンセスM

料金は同じです



ウエディングフレーム
フレームケーキウェディング

お渡しまで約2週間かかります。

(糸色：2,7,8,13,14,19,21,25,27,金糸,銀糸,SS20クリスタル)
(サイズ：27cm×23cm)

(糸色：2,7,8,13,14,19,21,25,27,金糸,銀糸,SS20クリスタル)
(サイズ：27cm×23cm)

額：23AA61¥2,300　生地：GUH20684¥200　刺しゅう：￥5,500

刺しゅう項目：新郎のお名前,新婦のお名前,記念日,メッセージ

刺しゅう項目：新郎のお名前,新婦のお名前,記念日,メッセージ

メッセージは「Happy Wedding」「Welcome」からお選び下さい。

メッセージは「Happy Wedding」「Welcome」
からお選び下さい。

額装以外の対応は出来ません。

フレームローズウェディング

(サイズ：23cm×27cm)(サイズ：23cm×27cm)
(糸色：7,12,13,14,17,18,21,22,23,金糸)(糸色：7,12,13,14,17,18,21,22,23,金糸)

額：23AA61¥2,300　生地：GUH20684¥200　刺しゅう：￥5,500 額：23AA61¥2,300　生地：GUH20684¥200　刺しゅう：￥5,500
お名前や数字の書体、色、サイズの変更は出来ません。

お名前や数字の書体、色、サイズの変更は出来ません。

額装以外の対応は出来ません。

R配色

OR配色

(糸色：8,9,10,11,13,21,22,23,29,金糸)

刺しゅう項目：新郎のお名前,新婦のお名前,記念日,記念の年数

　　　　(1st,2nd,3rd,以外は年数にthが付きます)

フレームローズアニバーサリー

(サイズ：23cm×27cm)(サイズ：23cm×27cm)
(糸色：7,12,13,14,17,18,21,22,23,金糸)(糸色：7,12,13,14,17,18,21,22,23,金糸)

お名前や数字の書体、色、サイズの変更は出来ません。

額装以外の対応は出来ません。

R配色

OR配色

(糸色：8,9,10,11,13,21,22,23,29,金糸)

\756( 本体価格 \700) の追加で
クリスタル額 Lに変更が出来ます。

四隅には大粒のクリスタルが施されています。

材質 /亜鉛合金、クリスタル、エポキン（スタンド付）

このページ内の

どのフレーム刺しゅう

にも変更出来ます。

部分拡大

クリスタル額 Lに変更の価格

（サイズ：28×23cm)

クリスタル額 L
30AA541/M

\3,240(本体価格\3,000)

\8,640(本体価格\8,000)

\8,640(本体価格\8,000) \8,640(本体価格\8,000)

\9,396(本体価格\8,700)

消費税８％



(糸色：3,7,9,13,19,21,25,27)
(サイズ：実物大)

(糸色：3,7,9,13,19,21,25,27)
(サイズ：実物大)

ドレスカップルセット

メッセージやお名前の書体、色、サイズの変更はできません。

ウエディング

\1,404(本体価格\1,300)

消費税８％



（色糸：10）
（サイズ：4.8cm×37cm）

（色糸：10）
（サイズ：3.8cm×24cm）

ハートボーダーS 

R配色

（色糸：3）LB配色

（色糸：9）LP配色

（色糸：29）DP配色

（色糸：13）W配色

ハートボーダーL

刺しゅうのサイズがヨコ37cmです。
タオルの横幅をご確認の上ご注文ください。

刺しゅうのサイズがヨコ24cmです。
タオルの横幅をご確認の上ご注文ください。

ウエディング
お渡しまで約2週間かかります。

\756(本体価格\700)

\540(本体価格\500)

消費税８％

R配色



（糸色：3,4,28）

（糸色：27）

（糸色：3,4,13,27,28） （糸色：9,13,27） （糸色：9,13,27）

（糸色：3,4）（糸色：1,3,13,27） （糸色：9,27,29） （糸色：1,3,13,27）

ﾁｬｰﾑエンジェル ﾁｬｰﾑベル ﾁｬｰﾑクローバー ﾁｬｰﾑローズ

Angel （天使）
恋の味方 幸せを呼ぶ 幸福 ・ 愛 ・ 健康

Bell （ベル） Clover （クローバー） Rose （バラ）
永遠の愛 ・ 純粋

ﾁｬｰﾑフェザー

Feather （羽根）

ﾁｬｰﾑバード ﾁｬｰﾑハート

上昇 ・ 飛翔 幸福と愛を運ぶ 愛のシンボル

ﾁｬｰﾑシェル

Bird （鳥） Heart （ハート） Shell （貝）

才能が開花する

ﾁｬｰﾑオウル ﾁｬｰﾑバタフライ

不苦労につながる  
知恵 ・ 学術

愛を射止める

ﾁｬｰﾑホース

勝利 ・ 知恵

ﾁｬｰﾑラビット

上昇 ・ 飛躍 ・ 人気

ﾁｬｰﾑハリネズミ

幸せがつかめる

Horse （馬）

Hedghog （針ねずみ）

Rabbit （ウサギ） Lizard （トカゲ）
思いやり ・ 再生

ﾁｬｰﾑキー

Owl （ふくろう） Butterfly （蝶） Key （鍵）

幸せへの扉を開く

（糸色：1,3,15,27）（糸色：3,13,15,27） （糸色：3,13,27） （糸色：7,9,13,27）

（糸色：9,29） （糸色：19）

ﾁｬｰﾑリザード

ラッキーモチーフN
(サイズ：実物大)

\324(本体価格\300)

消費税８％



星座

（糸色：3,4,18,19） （糸色：19,29,30） （糸色：3,5,18,19）

（糸色：3,18,19） （糸色：5,6,18,19） （糸色：5,19,29,30）

（糸色：4,13,18,19,30） （糸色：18,29,30） （糸色：5,6,13,18）

（糸色：13,18,19,30） （糸色：3,18,19,29,30） （糸色：3,5,6,18,30）

おひつじ座 おうし座 ふたご座

かに座 しし座 おとめ座

てんびん座 さそり座 いて座

やぎ座 みずがめ座 うお座

3/21 ～ 4/19 4/20 ～ 5/20 5/21 ～ 6/21

6/22 ～ 7/22 7/23 ～ 8/22 8/23 ～ 9/22

9/23 ～ 10/23 10/24 ～ 11/22 11/23 ～ 12/21

12/22 ～ 1/19 1/20 ～ 2/18 2/19 ～ 3/20

消費税８％



MGウィンク
Happy

MGウィンク
Thankyou

メッセージ

（糸色：選択）

（サイズ：実物大）

（糸色：選択）

（サイズ：実物大）

（糸色：選択）

（サイズ：実物大）

MG01 1stAnniversary

MG02 2ndAnniversary

MG04 ○thAnniversary

MG06 HappyWedding

MG03 3rdAnniversary

刺しゅう項目：周年の数字（3桁まで）

\432(本体価格\400)

消費税８％

書体、サイズの変更はできません。

（糸色：選択）
（サイズ：2.4cm×12.8cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.5cm×10.9cm）

※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.3cm×12.2cm）

※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.3cm×12.3cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×8.2cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.3cm×9.1cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.4cm×12.5cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

MG05 Congratulations MG07 HappyBirthday

MG08 Thankyou

MG09 HelloBaby



お祝い

消費税８％

(糸色：10,13,16,27,28) (糸色：4,10,13,16,28)
(糸色：4,7,9,
　　　　　10,13,25) (糸色：9,10,13,25)

(糸色：10,13,16,28)(糸色：10,27) (糸色：10,27)
(糸色：10,13,
　　　　16,25)

(糸色：10,13,
　　　　16,25)

(糸色：15,16,21,23,28)

祝つる 祝かめ 祝たい おかめひょっとこ

祝だるま まねき猫千客 まねき猫金運水引花 水引あわじ

祝01 祝還暦

（60歳）

祝02 祝緑寿

(66歳）

祝03 祝古稀

(70歳）

祝04 祝喜寿

(77歳）

祝05 祝傘寿

(80歳）

祝06 祝半寿

(81歳）

祝07 祝米寿

(88歳）

祝08 祝卒寿

(90歳）

祝09 祝白寿

(99歳）

祝10 祝百寿

(100歳）

※「百寿記念」は祝39です

祝マーク

祝01～47 単品

（糸色：選択）

（サイズ：実物大）

（サイズ：実物大）

\432(本体価格\400)

\324(本体価格\300)

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×8cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×8cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×8cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×8cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×8cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×8cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×8cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×8cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×8cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

書体、サイズの変更はできません。

←水引の種類（地域によって異なる場合があります）花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

（糸色：4,10,13）

富士山

01



お祝い

消費税８％

祝11 祝御結婚

祝12 祝御出産

祝13 祝御誕生

祝14 祝御入学

祝15 祝御入園

祝16 祝御卒業

祝17 祝御新築

祝18 祝御上棟

祝19 祝御開店

祝20 祝初節句

祝21 快気祝

祝22
祝○周年

祝23
おめでとう

祝24 壽

祝25 御祝

祝26 御祝儀

祝27 御中元

祝28 御歳暮

祝29 御年賀

祝30 粗品

（糸色：選択）

（サイズ：実物大）

（糸色：選択）

（サイズ：実物大）

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×11cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×11.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×5.7cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×7.1cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×7.1cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×7cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×7.1cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×7cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×5.8cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

\432(本体価格\400)

刺しゅう項目：周年の数字（2桁まで）

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

←水引の種類（地域によって異なる場合があります）
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祝01～47 単品
書体、サイズの変更はできません。



消費税８％

祝31 内祝

祝39 百寿記念

(100歳）
祝32 結婚内祝

祝33 出産内祝

祝34 新築内祝

祝40 新築記念

祝41 開店記念

祝35 快気内祝

祝42 ○周年記念

祝43 記念品

祝44 開業記念

祝45 竣工記念

祝46 出場記念

祝47 進水記念

祝36 ありがとう

祝38 感謝

祝37 御礼

（糸色：選択）

（サイズ：実物大）

お祝い \432(本体価格\400)

刺しゅう項目：周年の数字（2桁まで）

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

花

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.3cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×13.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×6.9cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.3cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.2cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.3cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.5cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×9.5cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×11.4cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×5.6cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

（糸色：選択）
（サイズ：2.2cm×5.7cm）※刺しゅうイメージは縮小しています

←水引の種類（地域によって異なる場合があります）
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祝01～47 単品
書体、サイズの変更はできません。



祝鶴亀セット

祝水引セット

刺しゅう項目：　　祝01～47より選択、お好みの文字10文字まで
お好みの文字は1cm（漢字、ひらがな、カタカナ、数字、アルファベットD書体）

11文字以降は1文字ごと\54（本体価格\50）で追加

お好みの文字は1cm（漢字、ひらがな、カタカナ、数字、アルファベットD書体）
11文字以降は1文字ごと\54（本体価格\50）で追加

祝01～47と同じ糸色になります。書体、サイズの変更はできません。

セット文字
サイズ:1cm

\1,296(本体価格\1,200)

消費税８％

お祝い セット

(糸色：10,13,15,16,
　　　　　　21,23,27,28)

(糸色：10,13,15,16,
　　　　　　21,23,27,28)

（サイズ：実物大）

Y配色

R配色

刺しゅう項目：祝01～47より選択、お好みの文字10文字まで、水引の種類

水引の種類を選択（水引花　又は　水引あわじ）
祝01～47と同じ糸色になります。書体、サイズの変更はできません。セット文字

サイズ:1cm

(糸色：4,10,13,16,27,28)

（サイズ：4.8cm×20.8cm）　※刺しゅうイメージは縮小しています

(糸色：4,10,13,16,27,28)

Y配色

R配色

水引あわじ

水引花
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スポーツ
バスケットセットN

ベースボールセットNラグビーセットN サッカーセットN テニスセットN

（背番号の書体、色、サイズの変更は出来ません。）

（糸色：5,10,13）
（サイズ：5cm×7cm）

（糸色：5,10,13）
（サイズ：実物大）

ゴルフセットN

（糸色：16,13,23） （糸色：16,13,23） （糸色：13,16,23） （糸色：13,16,23）

（糸色：13,16,23）

（糸色：13,16,23） （糸色：5,10,13）

（糸色：5,10,13） （糸色：5,10,13） （糸色：5,10,13） （糸色：5,10,13）

（糸色：5,10,13）

刺しゅう項目：イニシャル（1文字）又は背番号（2桁まで）

（糸色：5,10,13）
（サイズ：5cm×9.5cm）

（糸色：5,10,13）
（サイズ：5.5cm×9cm）

（糸色：5,10,13）
（サイズ：4cm×8.5cm）

（糸色：5,10,13）
（サイズ：4cm×8.5cm）

DB配色

G配色

W配色

DB配色

G配色

W配色

DB配色

G配色

G配色

W配色

W配色

DB配色

G配色

W配色

DB配色

DB配色

G配色

W配色

セット文字
サイズ:1cm

糸糸糸糸（糸糸糸（糸（糸（（糸（糸（糸（糸（糸糸糸糸糸（糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸糸色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色 ）

\540(本体価格\500)

\540(本体価格\500) \540(本体価格\500) \540(本体価格\500) \540(本体価格\500)

\540(本体価格\500)

消費税８％



ホールインワンセット

アルバトロスセット アルバトロスセット・エージシュートセット

刺しゅう項目：旗の数字 2桁まで（ホール NO やスコア等）

文字を追加の場合は 1行 12 文字まで（場所、日付、コース、お名前等　お好みの文字）

13 文字以降は 1文字ごと￥54（本体価格 \50) で追加

\756(本体価格\700)

\756(本体価格\700)

\756(本体価格\700)

(1 行ｾｯﾄ 本体価格￥400＋￥700)

追加 1 行
\1,188(本体価格\1,100)

(2 行ｾｯﾄ 本体価格￥800＋￥700)

追加 2 行
\1,620(本体価格\1,500)

(3 行ｾｯﾄ 本体価格￥1,200＋￥700)

追加 3 行
\2,052(本体価格\1,900)

(4 行ｾｯﾄ 本体価格￥1,600＋￥700)

追加 4 行

\2,484(本体価格\2,300)

消費税８％

エージシュートセット

も同じ配色です

■アルバトロスセット
■エージシュートセット

も文字と合わせてご利用下さい

DB 配色
G配色

P配色

BR 配色

W配色

DB 配色

（色糸：5,10,13,23,追加の文字5)

（サイズ：実物大)

（サイズ：5.1cm×15.5ｃｍ）
※刺しゅうイメージは縮小しています

※刺しゅうイメージは縮小しています
（サイズ：5.5cm×15.5ｃｍ）

（糸色：5,10,13,23,追加の文字5)

（糸色：10,13,21,23,追加の文字23)

（糸色：13,16,23,29,追加の文字29)

（糸色：10,13,23,28,追加の文字28)

（糸色：3,10,13,23,追加の文字13)（色糸：5,10,13,23,追加の文字5)

書体、サイズ、色の変更はできません。



フレーム桃の節句 N フレーム端午の節句 N

フレームおひなさま フレームかぶと

額：12AA21\1,280　生地：GUH17684\170　刺：￥1,550

(糸色：7,9,10,18,22,24,25,29)
(サイズ：18cm×18cm)

(糸色：4,9,10,13,14,16,21,23,25,28,29,金)
(サイズ：23.5cm×28cm)

刺しゅう項目：お名前（ひらがな・カタカナ）

額装以外の対応はできません。
お名前の書体、色、サイズの変更は出来ません。

額：20AA531\2,000　生地：GUH20684\200　刺：￥10,800

刺しゅう項目：お名前（漢字・ひらがな・カタカナ）,日付（初節句やお誕生日などお好きな日付）

(糸色：3.4.7.10.17.18.23.25)
(サイズ：18cm×18cm)

(糸色：3,4,10,13,17,21,23,24,25,30,金,銀)
(サイズ：28cm×23.5cm)

節句
おすすめ期間：2.1〜5.5

3月3日ひな祭り　5月5日子供の日
お渡しまで約2週間かかります。

額装以外の対応はできません。
お名前の書体、色、サイズの変更は出来ません。

\3,240(本体価格\3,000)

\14,040(本体価格\13,000) \14,040(本体価格\13,000)

\3,240(本体価格\3,000)

消費税８％
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サマー おすすめ期間：7.1～8.31

お渡しまで約2週間かかります。

お渡しまで約2週間かかります。

（サイズ：3.2cm×24.3cm）

DB配色

フィッシュボーダーセットS 

DB配色

フィッシュボーダーセットL

セット文字
サイズ:2cm

W配色

（糸色：10,13）

（サイズ：4.1cm×37cm）

（糸色：5,10） （糸色：10,13）（糸色：10 13）

W配色

（糸色：5,10）

サマーボーダーL

サマーボーダーS 

（サイズ：2.4cm×37cm）

（サイズ:1.9cm×24cm）

（糸色：3,4,10,15,16,27,29）

（糸色：3,4,10,15,16,27,29）

\756(本体価格\700)

\540(本体価格\500)

\540(本体価格\500)

\756(本体価格\700)

消費税８％

刺しゅうのサイズがヨコ37cmです。
タオルの横幅をご確認の上ご注文ください。

刺しゅうのサイズがヨコ24cmです。
タオルの横幅をご確認の上ご注文ください。

イニシャル部分の書体の変更はできません。
刺しゅうのサイズがLサイズヨコ37cm、Sサイズヨコ24.3cmです。

タオルの横幅をご確認の上ご注文ください。



敬老の日
おすすめ期間：8.1〜敬老の日

文字色の変更は出来ません。

文字色の変更は出来ません。

文字色の変更は出来ません。

文字色の変更は出来ません。

おじいちゃんへセットN

おばあちゃんへセットN

いつもありがとうセットN

元気でいてねセットN

(糸色：15,16,21,23,28)
(サイズ：実物大)

(糸色：15,16,21,23,28)
(サイズ：実物大)

(糸色：10,13,16,27,28)
(サイズ：実物大)

(糸色：10,13,16,27,28)
(サイズ：実物大)

(糸色：7,23,28)
(サイズ：実物大)
(糸色：7,23,28)
(サイズ：実物大)

(糸色：7,10,28,29)
(サイズ：実物大)
(糸色：7,10,28,29)
(サイズ：実物大)

\540(本体価格\500)

\540(本体価格\500)

\540(本体価格\500)

\540(本体価格\500)

消費税８％



クリスマス おすすめ期間：11.1〜12.25

（色糸：7,10,13,15,16,23,28）
（サイズ：実物大）

スクーターサンタセット

DB配色

BE配色 R配色

スクーターサンタ

（色糸：5,7,10,13,15,16,23,28）
（サイズ：約5.6cm×12.5cm）

（色糸：7,10,13,15,16,23,28）（色糸：7,10,13,15,16,23,27,28）

書体やサイズ、糸色の変更はできません。 セット文字
サイズ:1cm

（色糸：3,4,10,13,23,27,28,金糸）
（サイズ：7.5cm×37cm）

（色糸：3,4,10,13,23,27,28,金糸）
（サイズ：6.5cm×25cm）

サンタボーダーS

サンタボーダーL お渡しまで約2週間かかります。

お渡しまで約2週間かかります。

\756(本体価格\700)\540(本体価格\500)

\1,404(本体価格\1,300)

\1,080(本体価格\1,000)

消費税８％

刺しゅうのサイズがヨコ37cmです。タオルの横幅をご確認の上ご注文ください。

刺しゅうのサイズがヨコ25cmです。タオルの横幅をご確認の上ご注文ください。



年賀 おすすめ期間：12/1〜お正月

(糸色：10、13)(糸色：10、13) (糸色：27、13)(糸色：27、13) (糸色：5、13)(糸色：5、13)

(糸色：10、13)(糸色：10、13)

\400(本体価格\432)

消費税８％

R配色(サイズ：実物大)

R配色(サイズ：実物大)

BE配色(サイズ：実物大)

BE配色

DB配色(サイズ：実物大)

DB配色

干支はんこ

\800(本体価格\864)干支はんこセット

亥はんこ

巳はんこ

午はんこ 未はんこ 申はんこ 酉はんこ 戌はんこ

子はんこ 丑はんこ 寅はんこ 卯はんこ 辰はんこ

文字の色糸は決められています。

セット文字
サイズ:明朝2ｃｍ

刺しゅう項目：十二支
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漢字1文字（ひらがな・カタカナ可）

(糸色：27、13)(糸色：27、13) (糸色：5、13)(糸色：5、13)




