
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

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

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

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
カバーステッチBL72S
ベビーロック
カバーステッチBL72S ジューキ MO-1000Mジューキ MO-1000M

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）▶来店大特価来店大特価来店大特価来店大特価来店大特価来店大特価来店大特価来店大特価

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　
140,000円（税別）▶

メーカー希望小売価格　
125,000円（税別）▶

メーカー希望小売価格　
165,000円（税別）▶

24232221

（税別）

今まで知らなかった
ソーイングの世界が
一気にひろがる。

今まで知らなかった
ソーイングの世界が
一気にひろがる。

メーカー希望小売価格　
85,000円（税別）▶39,800円39,800円
ジューキ MO-113ジューキ MO-113
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ブラザー イノヴィス SE3800D ブラザー イノヴィス SE3800D 

来店大特価来店大特価
重量／14.7kg

在
庫
限
り

メーカー希望小売価格　
359,000円（税別）▶

16

シンガー XS-10000シンガー XS-10000

来店大特価来店大特価
重量／7.2kg

メーカー希望小売価格　
328,000円（税別）▶

15

シンガー 6790SDXシンガー 6790SDX

来店大特価来店大特価
重量／8.4kg

メーカー希望小売価格　
220,000円（税別）▶

14

ハスクバーナ オパール670ハスクバーナ オパール670

来店大特価来店大特価
重量／8.5kg

メーカー希望小売価格　
175,000円（税別）▶

13

74,800円74,800円
シンガー SN150DXシンガー SN150DX

抑え圧調整 全自動ボタン穴かがり フリーアーム

7枚送り歯 針上下停止切換ボタン

重量／6.0kg

水平全回転ガマ

メーカー希望小売価格　
118,000円（税別）▶

11

（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▶

10

（税別）59,800円59,800円
ブラザー FE1000ブラザー FE1000

自動止めにい・プログラム糸切り 7枚送り歯 白色LEDライト

スーパー糸通し 下糸クイック

重量／7.5kg

簡単下糸巻き

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

9

（税別）（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

限定
5台

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▶

文字・模様も縫えてこの価格
！

文字・模様も縫えてこの価格
！ 自動針穴糸通し

水平全回転カマ 文字・模様縫い 自動ボタンホール フリーアーム

全自動ボタンホール

簡単下糸セット
バックライト付液晶画面

豊富なステッチ207種類

（税別）24,800円24,800円

ブラザー  HS-102ブラザー  HS-102
サイズ／高さ291mm×幅407mm×奥行170mm
重　量／4.5kg

軽量・パワフル・見やす
い液晶表示。使いやすさ
と仕上がりに優れたコ
ンピューターミシンで
す。

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

限定
5台

液晶ディスプレー

自動ボタン穴かがり

6枚送り歯
サイドカッターサービス

（税別）12,800円12,800円

新着の超お買い得品

実用型家庭用ミシン

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

33 44
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ジューキ HZL-K30ジューキ HZL-K30 重量／7.2kg

49,800円49,800円
ジャノメ ME830ジャノメ ME830

押さえ圧調整 ニットステッチ スカラップ模様

自動糸切り 自動糸通し

重量／6.0kg

7枚歯布送り

メーカー希望小売価格　
145,000円（税別）▶

メーカー希望小売価格　
142,000円▶

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ライト

広くなったボビンケース取出口

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

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。

店頭大特価店頭大特価来店大特価来店大特価 30 ◯メ130,000円（税別）▶
30SP ◯メ150,000円（税別）▶
30DX ◯メ160,000円（税別）▶エクシムプロ 9400LSエクシムプロ 9400LS ジューキ シュプールジューキ シュプール

ブラザー
ヌーベル270
ブラザー
ヌーベル270

（税別）92,000円92,000円メーカー希望小売価格　
128,000円（税別）▶

17 18 19

12

（税別）89,800円89,800円

8

（税別）

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。
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。
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。
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。
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。

保証付中古リサイクルミシンコーナー保証付中古リサイクルミシンコーナー
みしん市場ではお客様よ
りの引き取りミシン・下
取りミシン等をいきなり
廃棄処分するのではなく
メンテナンス（分岐点検）
などの作業の後、リサイ
クルミシンとして第二の
ミシン活躍の場を作って
おります。見た目は多少
古くなりますが、まだま
だ現役で活躍できるミ
シンも多数ございます。

みしん市場ではお客様よ
りの引き取りミシン・下
取りミシン等をいきなり
廃棄処分するのではなく
メンテナンス（分岐点検）
などの作業の後、リサイ
クルミシンとして第二の
ミシン活躍の場を作って
おります。見た目は多少
古くなりますが、まだま
だ現役で活躍できるミ
シンも多数ございます。

低予算で

ワンランク
上の

みしんを!
家庭用
ミシン

職業用
ミシン

ロックミシン
3本糸

ロックミシン
4本糸

ワンタッチ糸通し

ジャノメ JA3800ジャノメ JA3800
サイズ／高さ254mm×幅354mm×奥行159mm
重　量／5.9kg

糸抜けストッパー

ドロップフィード

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

限定
5台

サイドカッターサービス

（税別）29,800円29,800円

55

ブラザー A35-NFブラザー A35-NF
サイズ／高さ264mm×幅379mm×奥行172mm
重　量／4.2kg

模様はダイヤルを回して選ぶだ
けでOK。縫い目の長さや振り幅
の調整いらずで簡単に使えます。
最低速度がゆっくりなので小さ
なカーブ縫いにも便利で安心。
縫い終わりは針が上がった状態
でストップ。布が取り出しやすい
から作業がはかどります。

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

限定
5台

模様選択ダイヤル

スーパースローゆっくりスタート

針上停止
サイドカッターサービス

（税別）15,800円15,800円

縫い始めはいつもゆっく
りで安心。レバーを押す
と最低速で返し縫いをし
ます。縫う速さはお好み
で自由に調整できます。
さらにワイドテーブルつ
きなので、大きな布地を
縫うのにとても便利です。

メーカー希望小売価格　
170,000円（税別）▶

　

22

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
10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


