
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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商品コード

光沢のある糸

オフィール　Ophir リフレクタ　Refrecta


