
 



商品名 価格改定後

刺繍生地 【いちご/イエロー】 カットクロス 綿ポリ 2,100¥         

刺繍生地 【いちご/オフホワイト/キナリ花】 カットクロス 綿ポリ 2,100¥         

刺繍生地 【いちご/オフホワイト/薄ピンク花】 カットクロス 綿ポリ 2,100¥         

刺繍生地 【いちご/ピンク】 カットクロス 綿ポリ 2,100¥         

刺繍生地 【いちご/ピンクベージュ】 カットクロス 綿ポリ 2,100¥         

刺繍生地 【いちご/ペールモス】 カットクロス 綿ポリ 2,100¥         

刺繍生地 【うさぎ＆にんじん/オフホワイト】 カットクロス 綿ポリ 2,600¥         

刺繍生地 【うさぎ＆にんじん/ピンクベージュ】 カットクロス 綿ポリ 2,600¥         

刺繍生地 【うさぎ＆にんじん/ペールモス】 カットクロス 綿ポリ 2,600¥         

刺繍生地 【くま＆いちご/ピンクベージュ】 カットクロス 綿ポリ 2,600¥         

刺繍生地 【くま＆いちご/ベージュギンガム】 カットクロス 綿ポリ 2,600¥         

刺繍生地 【くま＆いちご/ペールモス】 カットクロス 綿ポリ 2,600¥         

刺繍生地 【くま＆クッキー/ティールブルー】 カットクロス 綿ポリ 3,150¥         

刺繍生地 【くま＆ケーキ/ブラウンオリーブ】 カットクロス 綿ポリ 2,450¥         

刺繍生地 【くま＆さくらんぼ/オフホワイト】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【くま＆さくらんぼ/ピンクベージュ】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【くま＆チェリー/ベージュギンガム】 カットクロス 綿ポリ 2,400¥         

刺繍生地 【くま＆ミニカー/グレーギンガム】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【さくらんぼ/オフホワイト/ゴールド】 カットクロス 綿ポリ 1,800¥         

刺繍生地 【さくらんぼ/オフホワイト/トリコロール】 カットクロス 綿ポリ 1,800¥         

刺繍生地 【さくらんぼ/オフホワイト/ナチュラル】 カットクロス 綿ポリ 1,800¥         

刺繍生地 【さくらんぼ/オフホワイト/ポップ】 カットクロス 綿ポリ 1,800¥         

刺繍生地 【さくらんぼ/ココア/ダーク】 カットクロス 綿ポリ 1,800¥         

刺繍生地 【さくらんぼ/ピンク/ポップ】 カットクロス 綿ポリ 1,800¥         

刺繍生地 【さくらんぼ/ピンクベージュ/ゴールド】 カットクロス 綿ポリ 1,800¥         

刺繍生地 【さくらんぼ/ピンクベージュ/ナチュラル】 カットクロス 綿ポリ 1,800¥         

刺繍生地 【さくらんぼ/ベージュ/モカ】 カットクロス 綿ポリ 1,800¥         

刺繍生地 【さくらんぼ/ベージュ/ラテ】 カットクロス 綿ポリ 1,800¥         

刺繍生地 【さくらんぼ/ペールグレー/キナリ】 カットクロス 綿ポリ 1,800¥         

刺繍生地 【サッカーパンダ/オフホワイト】 カットクロス 綿ポリ 2,500¥         

刺繍生地 【シェル/ペールモス】 カットクロス 綿ポリ 1,900¥         

刺繍生地 【すずらん/キナリ】 カットクロス 綿ポリ 3,200¥         

刺繍生地 【タツノオトシゴ/オフホワイト/ピンク＆グリーン】 カットクロス 綿ポリ 2,100¥         

刺繍生地 【タツノオトシゴ/オフホワイト/ブルー】 カットクロス 綿ポリ 2,100¥         

刺繍生地 【チューリップ/オフホワイト/イエロー】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【チューリップ/オフホワイト/コーラル】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【チューリップ/オフホワイト/ピンク】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【チューリップ/オフホワイト/ミックス（コーラル×イエロー）】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【チューリップ/オフホワイト/ミックス（ピンク×イエロー）】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【チューリップ/オフホワイト/レッド】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【チューリップ/ピンクベージュ/コーラル】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【チューリップ/ピンクベージュ/ピンク】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【チューリップ/ピンクベージュ/ミックス（コーラル×イエロー）】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【チューリップ/ピンクベージュ/ミックス（コーラル×ダスティ）】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         
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商品名 価格改定後

刺繍生地 【ちょうちょ/アクアブルー/マルチ】 カットクロス 綿ポリ 1,700¥         

刺繍生地 【ちょうちょ/イエロー/マルチ】 カットクロス 綿ポリ 1,700¥         

刺繍生地 【ちょうちょ/オフホワイト/ネイビー】 カットクロス 綿ポリ 1,700¥         

刺繍生地 【ちょうちょ/スプリンググリーン/ホワイト】 カットクロス 綿ポリ 1,700¥         

刺繍生地 【ちょうちょ/ピンク/マルチ】 カットクロス 綿ポリ 1,700¥         

刺繍生地 【ちょうちょ/ペールラベンダー/ホワイト】 カットクロス 綿ポリ 1,700¥         

刺繍生地 【ちょうちょ/濃ネイビー/キナリ】 カットクロス 綿ポリ 1,750¥         

刺繍生地 【ドット/オフホワイト/ガーリー】 カットクロス 綿ポリ 1,900¥         

刺繍生地 【ドット/オフホワイト/ベリー】 カットクロス 綿ポリ 1,900¥         

刺繍生地 【ドット/オフホワイト/ミルクコーヒー】 カットクロス 綿ポリ 1,900¥         

刺繍生地 【ドット/ベージュ/アース】 カットクロス 綿ポリ 1,900¥         

刺繍生地 【ドット/ベージュ/カモフラ】 カットクロス 綿ポリ 1,900¥         

刺繍生地 【ドット/ペールグレー/ミント】 カットクロス 綿ポリ 1,900¥         

刺繍生地 【ミモザ/オフホワイト】 カットクロス 綿ポリ 2,200¥         

刺繍生地 【ミモザ/キナリ】 カットクロス 綿ポリ 2,200¥         

刺繍生地 【ミモザ/グレー】 カットクロス 綿ポリ 2,200¥         

刺繍生地 【ミモザ/ピンクベージュ】 カットクロス 綿ポリ 2,200¥         

刺繍生地 【ミモザ/ベージュ】 カットクロス 綿ポリ 2,200¥         

刺繍生地 【ミモザ/モスグリーン】 カットクロス 綿ポリ 2,200¥         

刺繍生地 【ムーンスター/オフホワイト/シャイニングゴールド】 カットクロス 綿ポリ 1,200¥         

刺繍生地 【ムーンスター/オフホワイト/シャンパンゴールド】 カットクロス 綿ポリ 1,200¥         

刺繍生地 【ムーンスター/オフホワイト/スパークリングシルバー】 カットクロス 綿ポリ 1,200¥         

刺繍生地 【ランダム/さくらんぼ/オフホワイト/ナチュラル】 カットクロス 綿ポリ 2,100¥         

刺繍生地 【ランダム/さくらんぼ/オフホワイト/ポップ】 カットクロス 綿ポリ 2,100¥         

刺繍生地 【ランダム/さくらんぼ/ココア/ダーク】 カットクロス 綿ポリ 2,100¥         

刺繍生地 【ランダム/さくらんぼ/ピンク/ポップ】 カットクロス 綿ポリ 2,100¥         

刺繍生地 【ランダム/さくらんぼ/ピンクベージュ/ナチュラル】 カットクロス 綿ポリ 2,100¥         

刺繍生地 【ランダム/ちょうちょ/イエロー/ぎんいろ】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【ランダム/ちょうちょ/オフホワイト/にじいろ】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【ランダム/ちょうちょ/グレー/イエロー】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【ランダム/ちょうちょ/グレー/ダークピンク】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【ランダム/ちょうちょ/ピンクベージュ/キナリ】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【ランダム/ちょうちょ/ピンクベージュ/ピンクベージュ】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【ランダム/ちょうちょ/ペールラベンダー/ぎんいろ】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【ランダム/ちょうちょ/ミントグリーン/ぎんいろ】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【ランダム/ちょうちょ/濃ネイビー/ぎんいろ】 カットクロス 綿ポリ 2,050¥         

刺繍生地 【リボン/オフホワイト/ネイビー】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【リボン/ミントグリーン/キナリ】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【レトロフラワー/オフホワイト/コーラルピンク】 カットクロス 綿ポリ 1,500¥         

刺繍生地 【レトロフラワー/オフホワイト/ブルー】 カットクロス 綿ポリ 1,500¥         

刺繍生地 【レモン/アクアブルー/ドット】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【レモン/オフホワイト/ドット】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【レモン/スプリンググリーン/ドット】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         

刺繍生地 【レモン/ペールモス/ドット】 カットクロス 綿ポリ 2,000¥         
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刺繍生地 【宇宙/グレー】 カットクロス 綿ポリ 1,700¥         

刺繍生地 【宇宙/みずいろ】 カットクロス 綿ポリ 1,700¥         

刺繍生地 【宇宙/ランダム/オフホワイト/にじいろ】 カットクロス 綿ポリ 1,200¥         

刺繍生地 【宇宙/ランダム/グレー】 カットクロス 綿ポリ 1,200¥         

刺繍生地 【宇宙/ランダム/ペールラベンダー】 カットクロス 綿ポリ 1,200¥         

刺繍生地 【宇宙/ランダム/みずいろ】 カットクロス 綿ポリ 1,200¥         

刺繍生地 【宇宙/ランダム/濃ネイビー/にじいろ】 カットクロス 綿ポリ 1,250¥         

刺繍生地 【森の小鳥/オフホワイト】 カットクロス 綿ポリ 3,800¥         

刺繍生地 【星/オフホワイト/マルチ5カラー】 カットクロス 綿ポリ 1,300¥         

刺繍生地 【星/オフホワイト/ゆめかわ3カラー】 カットクロス 綿ポリ 1,300¥         

刺繍生地 【星/ペールラベンダー/ゴールド＆シルバー】 カットクロス 綿ポリ 1,300¥         

刺繍生地 【星/ミントグリーン/ゴールド＆シルバー】 カットクロス 綿ポリ 1,300¥         

刺繍生地 【虫（ゆる風）/オフホワイト/グリーン×ライムドット】 カットクロス 綿ポリ 1,300¥         

刺繍生地 【虫（ゆる風）/オフホワイト/グレー×アクアドット】 カットクロス 綿ポリ 1,300¥         

刺繍生地 【虫（ゆる風）/ココア/ブラウン×イエロー】 カットクロス 綿ポリ 1,300¥         

刺繍生地 【虫（ゆる風）/ディープオリーブ/キナリ×マルチ】 カットクロス 綿ポリ 1,350¥         

刺繍生地 【虫（ゆる風）/ピンクベージュ/ブラウン×ピンク】 カットクロス 綿ポリ 1,300¥         

刺繍生地 【虫（リアル風）/グレー】 カットクロス 綿ポリ 3,500¥         

刺繍生地 【虫（リアル風）/ベージュ】 カットクロス 綿ポリ 3,500¥         

刺繍生地 【虫（リアル風）/モスグリーン】 カットクロス 綿ポリ 3,500¥         

刺繍生地 【蜂のモノグラム/オフホワイト】 カットクロス 綿ポリ 3,700¥         

刺繍生地 【蜂のモノグラム/ネイビー】 カットクロス 綿ポリ 3,750¥         

刺繍生地 【蜂のモノグラム/ブラウンオリーブ】 カットクロス 綿ポリ 3,750¥         

刺繍生地 【蜂のモノグラム/ベージュ】 カットクロス 綿ポリ 3,700¥         

刺繍生地 【北欧フラワー/オフホワイト/カラフル】 カットクロス 綿ポリ 3,000¥         

刺繍生地 【かすみ草/グレージュ】 カットクロス 綿ポリ 2,350¥         

刺繍生地 【かすみ草/キナリ】 カットクロス 綿ポリ 2,300¥         

刺繍生地 【かすみ草/スモークピンク】 カットクロス 綿ポリ 2,350¥         

刺繍生地 【かすみ草/ピンクベージュ】 カットクロス 綿ポリ 2,300¥         

刺繍生地 【かすみ草/ペールモス】 カットクロス 綿ポリ 2,300¥         

刺繍生地 【かすみ草/ペールグレー】 カットクロス 綿ポリ 2,300¥         

刺繍生地 【かすみ草/ティールブルー】 カットクロス 綿ポリ 2,350¥         

刺繍生地 【かすみ草/イエロー】 カットクロス 綿ポリ 2,300¥         

刺繍生地 【かすみ草/ラベンダー】 カットクロス 綿ポリ 2,300¥         

刺繍生地 【かすみ草/ブラウンオリーブ】 カットクロス 綿ポリ 2,350¥         
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