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BL   黒

BL   黒

W   白

W   白

1号
300m巻
ナイロン100％

専用テグス  DF-839(50m 巻 )・徳用 DF-839T(300m 巻 )

1号
50m巻
ナイロン100％

※糸のすべりが良く、色に光沢があり、しっかりとした織地に仕上がります。
 （糸のすべりが良いので、はた結びでは結び目が緩みます。
　 織り始めと同様、途中の糸継ぎもタテ糸に結んでご使用下さい。）

※しっかりとした織地に仕上がります。



#1   アイボリー

ミサンガブレス専用糸セット

〈カラー〉6色

#2   グレー

#3   うす茶 #4   茶

#5   赤 #6   青

お好みのカラーのデリカビーズで簡単にミサンガブレスが作れる専用糸セットです。
２つ分作れる糸と金具パーツ、作り方・図案説明書入りです。(ビーズは別売りです)

たて糸

よこ糸

たて糸 よこ糸

パーツ (G・S)

ワイヤー

K4960
たて糸  約10m巻
よこ糸  約6m巻

参考作品

19



20

K2377  (0.4 × 55mm)4 本入

参考作品
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LS-21R
(LM-21R・LM-31用 織巾9.5cm)

バネ付棒

LS-1
(LM-1・LM-7用 織巾25cm)

バネ付棒

LS-2
(LM-2・LM-4・LM-8用 織巾6cm)

バネ付棒

LS-6
(LM-6・LM-8用 織巾14cm)

バネ付棒

LS-5
(LM-5用 50cm)

バネ付棒

ブレード



タペストリー金具 ( 上部〈チェーン付〉と下部の２本セット[R60001 ～ R60003])

R60001(G のみ )
12.5cm( 全長 15cm)

R60002(G のみ )
20cm( 全長 22cm)

R60003(G のみ )
30cm( 全長 33cm)

先端のスタイルが丸形と鼓形の２種類
があり、入荷時期によってスタイルが
変わる場合がございます。予めご了承
下さい。

丸形 鼓形
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※DF-606,610用のマット窓の別売もございます。DF-651(16×13cm)、DF-652(23×18cm)、DF-653(17.2×14cm)

※マット窓23×18cm、17.2×14cm(別売)も
　使用出来ます。

※マット窓23×18cm、17.2×14cm(別売)も
　使用出来ます。



① ②

③ ⑤
④

⑥

①
③

⑤

②

④

⑥

④
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先細プライヤー 丸ペンチ(ピン曲げ用)



① ②

③

■デリカビーズの
アクセサリー＆こもの H4695
ブティック社
全 84 ページ
ステッチ・ビーズ織りで作るカジュアルな
アクセサリー＆小物雑貨を約 70 点掲載

■クロスステッチ＆
ビーズウィービング No.87 H4663
洋書
全 51 ページ
美しいクロスステッチとビーズワークの本

■クロスステッチ＆
ビーズウィービング No.88 H4664
洋書
全 51 ページ
美しいクロスステッチとビーズワークの本

ʼ

ʼ
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ネックレス、ブレスレット、リングなどのオ
リジナルアクセサリーが作れます。

デリカビーズ（10 色）・ファイアポリッ
シュビーズ・Ｅビーズ・パール・メタルビー
ズ（つぶし玉）・クラスプセット（2組）・
ナイロンコートワイヤー・テグス1号・針
セット・説明書（作品図案）

ミニ織機・デリカビーズ（10色）・ブローチ金具・ペンダント金具・アジャス
ター付きクラスプセット・ツイストビーズ・ファイアポリッシュビーズ・パール・
ビーズ針・専用糸・説明書（作品図案）

ブローチ・ペンダント・ブレスレットなど、あなただ
けのオリジナル作品が作れます。

ペンダント・ブレスレットなど、あなただけのオリ
ジナル作品が作れます。



Delica Beads Color Sample
デリカビーズカラーサンプル

デリカビーズはシードビーズの中で最高級のビーズです。
一般のビーズに比べ、形が均一で高品質です。更に豊富なカラーを揃えています。

作品に合わせてビーズの大きさをお選び下さい。
また、お気に入りの作品を少しサイズアップしたり、サイズ
ダウンしたり、目数表はそのままでサイズ変更が出来ます。

ビーズのサイズが違うだけで作品の表情が変わってきます。
より豪華に輝くデリカビーズの世界をお楽しみ下さい。

DB(11/0)とDBM(10/0)の組み合わせ
大きさの違う、DB(11/0)とDBM(10/0)。
組み合わせる美しさは、クリエイティブな感性を刺激します。

デリカビーズ織り Bead Loom

ビーズステッチ Bead Stitch

DBM（10/0）

DB（11/0）

繊維製品に取り付けられる場合、直接肌にふれるアクセサリー等に
使用の場合は、これを参考にして適切な取り扱いをして下さい。
●銀メッキ　DB-41~48、DB-144~150、DB-221、DB-223、
　DB-1201~1211、DB-1391~1393、DB-601~613、DB-621~631、
　DB-680~697、DB-1333~1347、DB-1431~1435、DB-1681、
　外銀　DB-35、DB-410~436、DB-1151~1159、DB-1831~1852　
　は、空気中の硫黄ガスと硫化反応したり、ドライクリーニングの
　塩化反応を起こすことにより変色することがあります。
●外銀、メッキ品、着色(外着色)品は、強い摩擦によって色落ちす　
　ることがあります。
●着色品は、色によっては太陽光線(紫外線)により、色落ち(褐色)す
　る場合があります。また、強い溶剤により色落ちする場合があり
　ます。
●ロットによりカラーに多少の差異が生じる場合があります。
●撮影・印刷上、実際の色と多少異なる場合があります。　

ビーズの取り扱い上の注意

ビーズサイズの比較
デリカビーズ (DBS)
Delica Beads(DBS) 15/0

デリカビーズ (DB)
Delica Beads(DB) 11/0

デリカビーズ (DBM)
Delica Beads(DBM) 10/0

デリカビーズ (DBL)
Delica Beads(DBL) 8/0

DBS 15/0 Precision Cut
※プレシジョンカットはデリカ
　ビーズの中でも特に精巧な技
　術によってカッティングされ
　た、より高品質のビーズです。

●バラ　プラケース
(5g 入 )　　丸　　約 1,750 粒
　　　　 カット　約 2,000 粒

●バラ　プラケース
(20g 入 ) 　丸　　約 4,000 粒
　　　　 カット　約 4,600 粒
(3g 入 )　　丸　　約    600 粒
　　　　 カット　約   690 粒

●バラ　プラケース
(20g 入 ) 　丸　　約 2,150 粒
　　　　 カット　約 2,220 粒
(5g 入 )　　丸　　約    540 粒
　　　　 カット　約   550 粒

●バラ　プラケース
(20g 入 ) 　丸　　約 600 粒
　　　　 カット　約 720 粒
(3g 入 )　　丸　　約   90 粒
　　　　 カット　約 110 粒

サンプルカード

商品コード  87390000
■デリカビーズ
　総合サンプルカード
　N-1(4 枚組 )

商品コード  87350000
■デリカビーズ (DBM)
　サンプルカード
　No.842(2 枚組 )

商品コード  87517000
■デリカビーズ
　( デュラコートビーズ )
　サンプルカード
　No.894

Duracoat Galvanized
デュラコートビーズとは、従来の
コーティングと比較して、対摩擦堅
牢度が優れた色落ちしにくいビーズ
です。
※DB-1831～1852(P.31)、
　DBM-1831～1852(P.34)掲載

デュラコートビーズ
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