
カバーステッチ
チェーンステッチ専用
カバーステッチ
チェーンステッチ専用

ベビーロック
カバーステッチBL72S
ベビーロック
カバーステッチBL72S

歳末来店大特価歳末来店大特価メーカー希望小売価格　
140,000円（税別）▶
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自動でかんたん！
糸調子＆糸通し
自動でかんたん！
糸調子＆糸通し

歳末来店大特価歳末来店大特価
ベビーロック 1本針3本糸ロックミシン
糸取物語BL24EXS
ベビーロック 1本針3本糸ロックミシン
糸取物語BL24EXS
メーカー希望小売価格　
125,000円（税別）▶

22

シンガー フェアリーランド9800DXシンガー フェアリーランド9800DX重量／10.6kg
メーカー希望小売価格　
328,000円（税別）▶

13

148,000円148,000円

LEDライト

広くなったボビンケース取出口

ブラザー
ヌーベル270
ブラザー
ヌーベル270

（税別）89,800円89,800円メーカー希望小売価格　
128,000円（税別）▶

17

ブラザー ソレイユ 120Eブラザー ソレイユ 120E

歳末来店大特価歳末来店大特価
重量／10.0kg

メーカー希望小売価格　
200,000円（税別）▶

14

89,800円89,800円
ジューキ HZL-K30ジューキ HZL-K30 重量／7.2kg

メーカー希望小売価格　
145,000円（税別）▶

11

（税別）

1098

かつてないウェーブの
美しさが咲き誇る
かつてないウェーブの
美しさが咲き誇る

ベビーロック 4本ロック
糸取物語BL-69WJ
ベビーロック 4本ロック
糸取物語BL-69WJ
メーカー希望小売価格　
176,000円（税別）▶歳末来店大特価歳末来店大特価

24

（税別）

シンプル1本針
3本糸ロックミシン
シンプル1本針
3本糸ロックミシン

メーカー希望小売価格　
100,000円（税別）▶39,800円39,800円
ベビーロック ES 3Dベビーロック ES 3D

20

手元でスピード調整が可能

新しい大型フットコントローラー

歳末来店大特価歳末来店大特価エクシムプロ 9400LSエクシムプロ 9400LS

18

メーカー希望小売価格　
170,000円（税別）▶

ジャノメ ハイパークラフト12000DXジャノメ ハイパークラフト12000DX 重量／13.8kg

メーカー希望小売価格　
450,000円（税別）▶

シンガー SP-05Nシンガー SP-05N
●サイズ／高さ298mm×幅404mm×奥行188mm
●重　量／5.8kg

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

自動針穴糸通し

全自動ボタンホール

簡単下糸セット
サイドカッターサービス

（税別）19,800円19,800円

16

実用型家庭用ミシン

新着の超お買い得品

ワンランク上の家庭用ミシン

直線専用ミシン＆ロックミシンコーナー

ミシンの事なら何でもお気軽にお問い合わせください

ワンランク上の本格派
直線ミシン
ワンランク上の本格派
直線ミシン
※写真は30DXです※写真は30DXです

LEDランプ

自動糸切り

みしん市場の
海外支援
プロジェクト

みしん市場の
海外支援
プロジェクト

● アフターサービス

● 現金・分割払い
　　月々3,000円からOK
● ボーナス１回２回払い
● 各種カード払いOK

お支払い方法

みしん市場グループは九州一円に
15店あり、アフターサービスも
万全です。

歳末来店大特価歳末来店大特価30 ◯メ130,000円（税別）▶
30SP ◯メ150,000円（税別）▶
30DX ◯メ160,000円（税別）▶ジューキ シュプールジューキ シュプール

19

みしん市場ではミシンを通して海
外での縫製技術向上のため、お客
様よりお引き取りをしたミシンを
海外へ提供し、役立てています。

みしん市場ではミシンを通して海
外での縫製技術向上のため、お客
様よりお引き取りをしたミシンを
海外へ提供し、役立てています。

0120-39-3425 0120-46-0105お申し込み・お問い合わせ みしん市場お客様相談室

みしん市場5つのサービス
1. 豊富な品揃え
   の「店頭販売」
店内には常時60台以
上のミシンを展示して
います。
お気軽に、来て、見て、
縫ってみてください。

5. どこよりも
    高く「下取り」
今、お持ちのミシンを
どこよりも高く下取り
します。

4. 便利な「お電話
    でのご注文」
お電話でご注文の方
は、3～4台の見比べも
できます。お気に召さ
ない場合の交換・返品
は8日以内にお願い致
します。

3. 万全な「アフ
ターサービス」
みしん市場だから安
心・アフターサービス
も万全。困ったことが
あったらお気軽にお
電話ください。

2. 安心の
  「１～３年保証」
すべてのミシンに１～
３年のみしん市場と
メーカーのダブル保
証がついていますの
で安心してお使いい
ただけます。

展示、リサイクル・中古ミシン
多数取り揃えています。
ワンランク上の機能をお手頃価格にて提供。
是非一度ご来店下さい。

※数に限りがありますので
　お早めにお越し下さい

他

家庭用ミシン　　　5,000円～トヨタ QB300Bトヨタ QB300B
サイズ／高さ267mm×幅349mm×奥行193mm
重　量／5.5kg

サイドカバーは便利な大型
テーブルに大変身。大きく
使えて小さくしまえる、とっ
てもパーソナルなオールイ
ンワンQBです。縫い模様は
直線・ジグザグ・まつり縫
い・ボタンホールなど5種類
10パターンの実用ミシン。

限定
5台

限定
5台

水平全回転釡

針穴糸通し器

スピード調整
サイドカッターサービス

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

（税別）10,000円10,000円

3 4

65

ジャノメ JE-3200EXジャノメ JE-3200EX
サイズ／高さ265mm×幅353mm×奥行159mm
重　量／5.5kg

基本性能がしっかりしている
から、準備もラクラク。面倒な
ことは親切機能がやさしくサ
ポート。使って初めてわかるそ
の使い心地。ミシンはこうあっ
て欲しいをそのまま形にしま
した。直線・ジグザグ・ボタン
ホール・まつり縫い・ふちかが
りなど実用縫いができます。

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

水平全回転釡

カンタン糸通し

パワフル貫通力

限定
5台

サイドカッターサービス
（税別）15,800円15,800円

バックライト付液晶画面

豊富なステッチ207種類

シンガー SG-13シンガー SG-13
サイズ／高さ280mm×幅363mm×奥行191mm
重　量／5.8kg

シンプル設計の電子ミ
シン。縫い模様もダイヤ
ル簡単選択。送り目調節
も標準で装備。縫いはじ
めスローボタンも付い
ていますので、初心者に
も優しいミシンです。

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

限定
10台

サイドカッターサービス

（税別）29,800円29,800円

水平全回転カマ

自動針穴糸通し

模様選択ダイヤル

（税別）39,800円39,800円
ジューキ HZL-28ジューキ HZL-28 重量／5.9kg

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

７枚送り歯薄地からデニムまで 段部ボタン 調整可能な針基線

自動針糸通し 白色LEDランプ 水平釜

7

49,800円49,800円
ブラザー テディ55ブラザー テディ55

下糸クイック 7枚送り歯 白色LEDライト

ワンタッチらくらく糸通し 広々ワークスペース

重量／6.5kg

簡単下糸巻き

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

（税別） 59,800円59,800円
ジューキ HZL-K20ジューキ HZL-K20

自動糸通し 厚物の縫い始めも簡単 LEDランプ

模様のサイズ変更／針位置変更 自動止め縫い

重量／7.2kg

自動ボタン穴かがり

メーカー希望小売価格　
118,000円（税別）▶

（税別） 69,800円69,800円
ジャノメ PE860ジャノメ PE860

押さえ上げ検知機能 ワンアクション糸通し 6段階押さえ圧調整

らくらく下糸セット らくらく糸巻きカッター

重量／6.6kg

パワフル貫通力

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

（税別）

ハスクバーナ オパール670ハスクバーナ オパール670 重量／8.5kg

メーカー希望小売価格　
175,000円（税別）▶
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（税別）128,000円128,000円
シンガー XS-10000シンガー XS-10000

歳末来店大特価歳末来店大特価
重量／7.2kg

メーカー希望小売価格　
328,000円（税別）▶

15

LEDランプ搭載 針上下停止 ドロップフィード

自動止めぬい 自動ボタン穴かがり 自動糸通し

歳末来店大特価歳末来店大特価

イージースレッダー
（自動ルーパー糸通し）
採用

イージースレッダー
（自動ルーパー糸通し）
採用

ジューキ MO-1000Mジューキ MO-1000M
メーカー希望小売価格　
165,000円（税別）▶

21
　

99,800円99,800円

在庫限り在庫限り

フットコントローラー付フットコントローラー付


