
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

サイズ
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プレート単品

参考上代(税抜)

ロット

セット内容

サイズ

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

シーズンセレクト

ロット

セット内容

商品コード

商品名

ロット

449015

商品コード 342622

商品名

商品名

参考上代(税抜)

セット内容

パッケージサイズ



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

セット内容

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

　　　　　　　　　　　　　　　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)



小さいサイズでクロスステッチ初心者の方におススメのキットです。

Anchorのしなやかで柔らかい『ラメ糸』を使い繊細な輝きを表現し、タッセルをつけることでより高級感のあるある仕上がりに

なっています。

裏面はオリジナル生地『グログランドット』を使用しています。

342717

ちいさなビスコーニュ

850円

1

刺しゅう糸(25番刺しゅう糸・ラメ糸)

刺しゅう布・裏布・クロスステッチ針

二重リング・ストラップ金具

手芸綿・作り方説明書

②ネイビー ③グリーン

大好評のクロスステッチキット、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』。

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。

ピンク・みずいろが新たに加わりました!!

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

商品コード

商品名

参考上代(税抜)

ロット

セット内容

ちいさなビスコーニュストラップ

①レッド

ミニビスコーニュ　ちいさいおうち

商品名

商品コード

セット内容　　　　②　あか

　　　　④　みどり

参考上代(税抜)

ロット

　　　③　きいろ
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　　　　⑤　みずいろ

　　①　あお

　　　⑤　ピンク



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

商品コード

ロット

参考上代(税抜)
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ポストカードセット



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。
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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)

お道具箱

に想いを乗せて



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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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㎝

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)

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

参考上代(税抜)
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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㎝

オリジナル生地『むら染めPallette』を使った刺しゅうポーチキットシリーズです。

むら染め生地の淡くゆらめく色合いが、光を通したステンドグラスを

思わせるミニバッグ。

それぞれの窓には素朴で可愛い野花のステッチを施しました。

縁に使ったグレーの生地が重くなりすぎず、全体をまとめています。

ちょっとしたお出かけやお弁当のサブバッグなど、作りやすく使いやすい

小さめサイズのバッグです。

商品コード 342718

商品名 ステンドグラス風ミニバッグ

2,800円

ロット 1

キット内容 25番刺しゅう糸

表布・裏布・接着芯・ファスナー・持ち手用テープ

作り方説明書・実物大刺しゅう図案

出来上がりサイズ W約26㎝×H約15㎝×マチ約9㎝

(持ち手部分除く）

参考上代(税抜)
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刺しゅうポーチキット　しかく型

刺しゅうポーチキットシリーズ

刺しゅうポーチキットシリーズ【むら染めPallettte×刺しゅう】

ステンドグラス風　刺しゅうミニバッグ

参考上代(税抜)



韓国の伝統的なポジャギをイメージした刺しゅうポーチ。

麻や絹など、薄い生地を使うことが多いポジャギを、金亀糸業

オリジナルのむら染め生地で再現しました。

コロンとした形がかわいい、使い勝手のよいポーチが出来上がります。

商品コード 342719

商品名 ポジャギ風ポーチ

2,000円

ロット 1

キット内容 25番刺しゅう糸

表布・裏布・キルト芯・ファスナー

作り方説明書・実物大刺しゅう図案

出来上がりサイズ W約21㎝×H約12㎝×マチ約11㎝

中南米のサンブラス諸島に住むクナ族による伝統手芸「モラ」

をイメージしたがま口ポーチのキットです。

植物のリバースアップリケにダイナミックに刺しゅうを施し、生命力

溢れる作品が仕上がります。

大きめのがま口で、開いた時にポーチの中がよく見えるように

なっています。

商品コード 342720

商品名 モラ風がま口ポーチ

3,000円

ロット 1

キット内容 25番刺しゅう糸

表布・裏布・口金・接着芯･紙ひも

作り方説明書・実物大型紙・刺しゅう図案

出来上がりサイズ W約19㎝×H約16㎝

刺しゅうポーチキットシリーズ【むら染めPallettte×刺しゅう】
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ポジャギ風ポーチ

参考上代(税抜)

モラ風がま口ポーチ

参考上代(税抜)



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

ウール刺しゅうキット

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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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

マジックライン　ポーチキット


