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ミシン針

糸通し・ひも通し・ボビン

待針

SO-001

ソーイング用品

そなえるあんしん
　　　　　 そなえるよろこび

常に身近に用意している大切な道具として皆様に使っていただきたい。
それが備シリーズのブランド・コンセプトです。

品番：SO-005
JAN：4974723510152
品名：糸通し2枚組
入数：2枚
価格：¥150（税抜）
価格：¥162（税込）
パッケージサイズ：
62mm×128mm×1.5mm
細い針でも簡単に糸が通る
糸通しです。

品番：SO-011
JAN：4974723510213
品名：洋裁ガラス玉待針
入数：18本
価格：¥200（税抜）
価格：¥216（税込）
パッケージサイズ：
60mm×125mm×7mm
耐熱性に優れたガラス玉を
使用しており、アイロンがけ
にも安心して使えます。

品番：SO-012
JAN：4974723510220
品名：丸差し洋裁待針
入数：40本
価格：¥300（税抜）
価格：¥324（税込）
パッケージサイズ：
105mm×140mm×7mm
耐熱性に優れたガラス玉を
使用しており、アイロンがけ
にも安心して使えます。

品番：SO-013
JAN：4974723510237
品名：セル待針
入数：18本
価格：¥250（税抜）
価格：¥270（税込）
パッケージサイズ：
60mm×125mm×7.5mm
針が長く、和裁に最適な待針
です。

品番：SO-014
JAN：4974723510244
品名：和裁パールピン
入数：50本
価格：¥250（税抜）
価格：¥270（税込）
パッケージサイズ：
80mm×135mm×14mm
和裁に最適な長さの待針です。
頭部はきれいなパール加工を
施しています。

品番：SO-015
JAN：4974723510251
品名：スモールピン
入数：100本
価格：¥400（税抜）
価格：¥432（税込）
パッケージサイズ：
80mm×135mm×16.5mm
針は細く頭部は小さなガラス玉
を使用しています。耐熱性に優
れアイロンも楽々OKです。

品番：SO-006
JAN：4974723510169
品名：用途別糸通し
入数：3枚
価格：¥250（税抜）
価格：¥270（税込）
パッケージサイズ：
80mm×137mm×1.5mm
針の糸通しならおまかせの3点
セットです。簡単・便利・スムー
ズな糸通しです。

品番：SO-007
JAN：4974723510176
品名：ひも通し
入数：2本
価格：¥250（税抜）
価格：¥270（税込）
パッケージサイズ：
60mm×125mm×5.5mm
ゴムやひも等を簡単・確実に
通せる便利品です。

品番：SO-008
JAN：4974723510183
品名：家庭用ボビン【半回転式】
入数：6個
価格：¥300（税抜）
価格：¥324（税込）
パッケージサイズ：
70mm×135mm×12.5mm
家庭用の半回転式ボビンケー
スに使用するボビンです。

品番：SO-009
JAN：4974723510190
品名：家庭用ボビン【全回転式】
入数：4個
価格：¥300（税抜）
価格：¥324（税込）
パッケージサイズ：
70mm×135mm×10mm
家庭用の全回転式ボビンケー
スに使用するボビンです。

品番：SO-010
JAN：4974723510206
品名：家庭用プラボビン【半回転式】
入数：6個
価格：¥300（税抜）
価格：¥324（税込）
パッケージサイズ：
70mm×135mm×12.5mm
家庭用の半回転式ボビンケー
スに使用するボビンです。

入数
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品番 品名JAN サイズ パッケージサイズ価格（税抜）

SO-001 家庭用ミシン針

用途及び特徴
家庭用ミシンに使うミシン針。ミシン糸：木綿糸#80/絹糸#100/合繊糸
#90、布地：絹・デシン・ボイル・オーガンジー・ローンなど薄い生地用4974723510992 63mm×125mm×5.8mm¥300

価格（税込）

¥3249号

5SO-002 家庭用ミシン針
家庭用ミシンに使うミシン針。ミシン糸：木綿糸#50～#60/絹糸#100/合繊糸
#60～#90、布地：絹・一般キャラコ・ポプリン・ウールなど普通の厚さの生地用4974723510121 63mm×125mm×5.8mm¥300 ¥32411号

5SO-003 家庭用ミシン針
家庭用ミシンに使うミシン針。ミシン糸：木綿糸#30～#40/合繊糸#30、
布地：木綿・毛織物・ギャパ・サージなどやや厚い生地用4974723510138 63mm×125mm×5.8mm¥300 ¥32414号

5SO-004 家庭用ミシン針

【薄い生地用】

【普通生地用】

【やや厚い生地用】

【厚い生地用】
家庭用ミシンに使うミシン針。ミシン糸：木綿糸#20/合繊糸#20～#30、
木綿：キャラコ類・防水布・厚物毛織物など厚い生地用4974723510145 63mm×125mm×5.8mm¥300 ¥32416号

そなえる

備
そなえる
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ソーイング用品

すそ上げテープ

スナップ

SO-067
黒

SO-068
紺

SO-069
白

SO-070
ベージュ

SO-071
ライトグレー

SO-072
ダークグレー

サイズ 入数品番 品名JAN パッケージサイズ価格（税抜）用途及び特徴 価格（税込）
幅2.3mm×1.2m 1SO-067 すそ上げテープ【黒】4974723510770 64mm×160mm×4.5mm¥250 ¥270
幅2.3mm×1.2m 1SO-068 すそ上げテープ【紺】4974723510787 64mm×160mm×4.5mm¥250 ¥270
幅2.3mm×1.2m 1SO-069 すそ上げテープ【白】 簡単・お手軽なアイロン接着です。冬場でもパチパチしない安心の静電気防止糸を使用

しています。スカートやカーテンの丈直しにも大変便利です。
4974723510794 64mm×160mm×4.5mm¥250 ¥270

幅2.3mm×1.2m 1SO-070 すそ上げテープ【ベージュ】4974723510800 64mm×160mm×4.5mm¥250 ¥270
幅2.3mm×1.2m 1SO-071 すそ上げテープ【ライトグレー】4974723510817 64mm×160mm×4.5mm¥250 ¥270
幅2.3mm×1.2m 1SO-072 すそ上げテープ【ダークグレー】4974723510824 64mm×160mm×4.5mm¥250 ¥270

サイズ 入数品番 品名JAN パッケージサイズ価格（税抜）用途及び特徴 価格（税込）
直径7mm 24SO-050 スナップ7mm【白】4974723510602 65mm×120mm×3.3mm¥250 ¥270

ブラウス・スカート・子供服など裾の見えないところで大活躍します。
直径7mm 24SO-051 スナップ7mm【黒】4974723510619 65mm×120mm×3.3mm¥250 ¥270
直径8mm 24SO-052 スナップ8mm【白】4974723510626 65mm×120mm×3.3mm¥250 ¥270
直径8mm 24SO-053 スナップ8mm【黒】4974723510633 65mm×120mm×3.3mm¥250 ¥270
直径10mm 12SO-054 スナップ10mm【白】4974723510640 65mm×120mm×4.3mm¥250 ¥270

普通地、厚地などの衣料に最適です。子供服、ゼッケン止めなど使い方は多種多様です。
直径10mm 12SO-055 スナップ10mm【黒】4974723510657 65mm×120mm×4.3mm¥250 ¥270

厚手の生地でもしっかり止まる安心サイズ。枕カバーやゼッケン止めなど色々な場面で活躍します。
直径12mm 6SO-056 スナップ12mm【白】4974723510664 65mm×120mm×4.5mm¥250 ¥270
直径12mm 6SO-057 スナップ12mm【黒】4974723510671 65mm×120mm×4.5mm¥250 ¥270

かばんや厚地の生地でもしっかり止まるサイズ。カーテンやバスタオルなどにも便利です。
直径14mm 6SO-058 スナップ14mm【白】4974723510688 65mm×120mm×5mm¥250 ¥270
直径14mm 6SO-059 スナップ14mm【黒】4974723510695 65mm×120mm×5mm¥250 ¥270

厚手の帆布やかばんなど厚地がしっかり止まります。手芸から介護用品まで使い方は色々です。

直径17mm 3SO-060 スナップ17mm【白】4974723510701 65mm×120mm×5.8mm¥250 ¥270
直径17mm 3SO-061 スナップ17mm【黒】4974723510718 65mm×120mm×5.8mm¥250 ¥270
直径21mm 2SO-062 スナップ21mm【白】4974723510725 65mm×120mm×6.3mm¥250 ¥270
直径21mm 2SO-063

SO-050
白

SO-051
黒

SO-052
白

SO-053
黒

SO-054
白

SO-055
黒

SO-056
白

SO-057
黒

SO-058
白

SO-059
黒

SO-060
白

SO-061
黒

SO-062
白

SO-063
黒

スナップ21mm【黒】4974723510732 65mm×120mm×6.3mm¥250 ¥270

備
そなえる


	24備えるシリーズ1
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