
（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

20

ツインライト

下糸巻き

シンガー 103DXシンガー 103DX
メーカー希望小売価格　
163,000円（税別）▶

18

ブラザー イノヴィス SE3800D ブラザー イノヴィス SE3800D 

決算店頭大特価決算店頭大特価
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

決算店頭大特価決算店頭大特価
重量／7.2kg

メーカー希望小売価格　
328,000円（税別）▶

15

ブラザー ソレイユ 120Eブラザー ソレイユ 120E

決算店頭大特価決算店頭大特価
重量／10.0kg

メーカー希望小売価格　
200,000円（税別）▶

14

ブラザー FM1300APブラザー FM1300AP

決算店頭大特価決算店頭大特価
重量／7.9kg

メーカー希望小売価格　
180,000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）49,800円49,800円
ジャノメ CX11ジャノメ CX11

フリーアーム 針上停止 便利なガイド線

LEDライト ワンアクション糸通し

重量／5.5kg

ゆっくりスタートワンタッチスロー

メーカー希望小売価格　
85,000円▶

8

（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

ジャノメ エルビス N305ジャノメ エルビス N305
サイズ／高さ265mm×幅363mm×奥行159mm
重　量／5.5kg

水平全回転釡

カンタン糸通し

フリーアーム

限定
5台

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）7,200円7,200円

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）

自動糸通し

ジャガー D-008ジャガー D-008
サイズ／高さ280mm×幅363mm×奥行191mm
重　量／5.7kg

お好みの模様はダイヤ
ルを回すだけで簡単に
選べますので、縫い始め
の準備がスムーズで針
がいつも上がった状態
で停止するので、布の取
り出しや糸のセットが
簡単。

LEDライト

水平釡

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

限定
8台

サイドカッターサービス

（税別）29,800円29,800円ブラザー A40-QPブラザー A40-QP
サイズ／高さ264mm×幅379mm×奥行172mm
重　量／4.2kg

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

限定
5台

押え固定ピン

厚物ぬい

針上停止
サイドカッターサービス

（税別）19,800円19,800円

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）▶決算店頭大特価決算店頭大特価決算店頭大特価決算店頭大特価決算店頭大特価決算店頭大特価決算店頭大特価決算店頭大特価

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

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

シンガー ヌイキル KN-310DXシンガー ヌイキル KN-310DX
サイズ／高さ255mm×幅355mm×奥行175mm
重　量／5.1kg

水平釡

自動糸通し

フリーアーム

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

（税別）12,800円12,800円
ワンタッチ式ロックカッター内蔵

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）▶

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

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。

決算店頭大特価決算店頭大特価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

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 （税別）120,000円120,000円メーカー希望小売価格　
128,000円（税別）▶

17 19

12

（税別）89,800円89,800円

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

　

9

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～

3 4

5 6

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・ふちかがりなど計11種類。

ワンタッチ式ロックカッター
内蔵ミシンで薄地から厚地
まで布を切りながらふちか
がりができます。縫い模様は
直線・ジグザグ・まつり縫い・
ボタンホールなど計11種類
の実用縫いができます。収納
に便利なハードケース付き。

らくらく糸通し、下糸ク
イックなどで面倒な準
備がより簡単になりまし
た。場所を取らないコン
パクトサイズでちょっと
ソーイングなら非常に
便利。小さくてもしっか
り縫える優れものです。

限定
3台


