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Embroidery Supply



マグネット刺繍枠 ※表示価格は全て税別です。

裏地の厚い商品なども簡単にセットでき、裏地のしわも出来ません！！！
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対応刺繍機メーカー : バルダン、タジマ、ハッピー、ブラザー、ジャノメ etc...
刺繍機メーカータイプで、サイドのブラケットが変わります。事前にご確認下さい。

￥31,000

10×10インチ
( 約25.4×25.4 cm)

11×13インチ
( 約27.9×33cm)

￥33,000

4.25×16インチ
( 約10.8×40.6cm)

￥33,000

13×16インチ
( 約33×40.6cm)

10×19インチ
( 約25×48cm)

￥36,000

14×16インチ
( 約35×40.6cm)

￥36,000￥36,000

￥36,000

12×15インチ
( 約30×38cm)

￥36,000

15.75×12.5インチ
( 約40×31.7cm)

￥36,000

4.25×13インチ横型
( 約10.8×33cm)

￥31,000

4.25×13インチ
( 約10.8×33cm)

￥31,000

17×16インチ
( 約43.2×40.6cm)

￥39,000
※ステーションへのセットには
　「拡張器具」が必要となります。

￥27,000

4.25×4.25インチ
( 約10.8×10.8 cm)

￥31,000
※ご希望によりサイドのブラケットを
「下枠へ取付け」に変更することもできます。

8×13インチ
( 約20×33 cm)

￥27,000

￥27,000

5.5×5.5インチ
( 約14×14cm )

￥29,000

7.25×7.25インチ
( 約18.4×18.4cm )

4×6インチ
( 約10.2×15.2cm )

6.25×8.25インチ
( 約16×21 cm)

￥29,000

9×5インチ
( 約23×13cm)

￥31,000

9×6インチ
( 約23×16cm)

￥31,000

6.5×6.5インチ
( 約16.5×16.5cm)

5×10インチ
( 13×25.4cm)

14×14インチ
( 35.8×35.8cm)

￥29,000

￥29,000

8×9インチ
( 約20×23cm)

￥31,000

専用枠

専用枠専用枠

9×3インチ
( 約22.8×7.6cm)

各ブラケット

￥29,000

￥5,000

PR－1000e 用



※表示価格は全て税別です。マグネット刺繍枠用ステーションキット
マグネット刺繍枠のセット器具です。筒物への枠の取り付けが容易になります。

ブラザーミシンの補助器具です。大きな枠への枠垂れ防止します。
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￥30,000

4.25×13インチ用
枠固定器具

￥32,000

4.25×16インチ用
枠固定器具

￥40,000 ￥35,000 ￥35,000 ￥14,000

7.25インチ用
枠固定器具

5.5インチ用
枠固定器具

4.25インチ用
枠固定器具

固定台

￥10,000

ステーション拡張器具

※17×16インチ枠をステーション
　にセットする際ステーションの
　下部に取付け使用します。

￥15,000

ステーション拡張ボード

※サイズの大きいウェアをセット
　する際に便利です。ステーショ
　ンに取付けて使用します。

￥32,000 ￥31,000 ￥25,000

ステーション
( 横幅約40cm )

ミディアムサイズ
ステーション
(横幅約32.5cm)

スモールサイズ
ステーション
(横幅約21.6cm)

ステーション用
枠固定器具

￥25,000

ミディアムステーション用
枠固定器具

￥25,000

使用例

マグネット枠止め

マグネット枠を刺繍機にセットした際に
確実に固定する事が出来ます。

￥400
￥300

大 ( 口開き 25mm)
小 ( 口開き 20mm)

￥15 ,000

ロング用可動式治具

※サイドのブラケットは、
刺繍機メーカー、タイプに
よって変わります。
★アメリカ直輸入商品に付、
在庫切れの場合、お取寄せ
に2週間ほど掛かります。

￥35,000



メーカー純正刺繍枠 ※表示価格は全て税別です。

メーカー帽子枠 ※表示価格は全て税別です。

ブラザー、タジマ、バルダン社の純正枠。主にネーム刺繍用を集めました。

A C

D E G

楕円枠B
① ②

③

④

brother標準枠
¥2,000①S枠(60×40mm)

②M枠(100×100mm)
③L枠(180×130mm)
④LL枠(300×200mm)

¥3,000
¥3,300
¥4,200 brotherネーム枠

¥3,190ネーム枠A～G
楕円枠(30×60mm) ¥5,720

丸枠70×70mm：TFA-70
丸枠90×90mm：TFA-90
丸枠120×120mm：TFA-120
丸枠150×150mm：TFA-150
丸枠180×180mm：TFA-180
丸枠210×210mm：TFA-210

TAJIMA袋物用丸枠：TFA

¥4,710
¥4,740
¥4,740
¥4,770

丸枠90×90mm：ZFR9109A520A
丸枠120×120mm：ZFR9112A520A
丸枠150×150mm：ZFR9115A520A
丸枠180×180mm：ZFR9118A520A

Barudan完成品丸枠
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￥80,000 ￥120,000 ￥50,000 ￥70,000

￥50,000

各 ¥2.200

対応刺繍機メーカー : バルダン、タジマ等にも対応
刺繍機メーカータイプで、アタッチメントが変わります。事前にご確認下さい。

簡易 帽子枠

専用枠



ブラザー用クランプ枠、刺繍枠セット器具 ※表示価格は全て税別です。

お手持ちの刺繍機をお手軽にクランプ仕様に。

刺繍枠が簡単にセッティングできます。

ブラザーPR機用簡易クランプ枠：Rail Mounted Clamping System Designed to fit on Brother

クランプ枠4点セット¥180,000
対応機種 : PR600,PR620,PR650,PR655,PR1000

ブラザー標準枠4種に対応しています。
ブラザーPR機用ステーションキット

6×5インチ
( 約15.2×12.7cm )

5×3インチ
( 約12.7×7.6cm )

3×5インチ
( 約7.6×12.7cm )

2.5×4インチ
( 約6.4×10.2cm )

36or30×20cm
枠固定器具 ステーション ＋ 10×10cm

枠固定器具  ＋固定台 6×4cm
枠固定器具
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ステーション＋固定台＋枠セット器具4点セット¥150,000

36or30×20cm固定器具の
横幅は付属パーツにて変更できます。

18×13cm枠固定器具



対応刺繍機メーカー : バルダン、タジマ。リストバンド等にも対応
刺繍機メーカータイプで、アタッチメントが変わります。事前にご確認下さい。

簡易クランプ枠 帽子サイド用 ￥75,000

対応刺繍機メーカー : バルダン、タジマ。リストバンド等にも対応
刺繍機メーカータイプで、アタッチメントが変わります。事前にご確認下さい。

簡易クランプ枠 B ￥70,000

※表示価格は全て税別です。特殊刺繍専用枠
通常の枠では固定できないグラブ、シューズ、リストバンド専用枠です。

2017より日本代理店
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既製品のグラブに加工できます。

野球グラブ専用枠
￥35,000

対応刺繍機メーカー : バルダン、タジマ、ブラザー
刺繍機メーカータイプで、アタッチメントが変わります。
事前にご確認下さい。

ロング/ショート対応リストバンド枠
：KCT-201V5 ￥68,0 00

対応刺繍機メーカー : バルダン、タジマ、ハッピー
刺繍機メーカータイプで、サイドのブラケットが
変わります。事前にご確認下さい。

靴下、袖口にも加工できます。

簡易クランプシューズ枠 ￥70,000

対応刺繍機メーカー : バルダン、タジマ
刺繍機メーカータイプで、アタッチメント
が変わります。事前にご確認下さい。

対応刺繍機メーカー : バルダン、タジマ
刺繍機メーカータイプで、アタッチメントが変わります。
事前にご確認下さい。

シューズや刺繍の
デザインに合せて
固定幅の調整が
出来ます。

ZSKシューズ枠
￥200,000

新型帽子サイド・シューズ・グラブ・バッグ・ポケット
刺繍枠 ￥75,000

対応刺繍機メーカー : バルダン、タジマ
刺繍機メーカータイプで、アタッチメントが変わります。事前にご確認下さい。



コンピュータ刺繍機 ※表示価格は全て税別です。

一頭式刺繍機。コンパクト設計でショップにおすすめです。
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¥1,580,000

新枠駆動設計により、エナメルバック等の大型製品への刺繍もラクラク。
クランプ枠採用により、枠張りの手間が省け、枠アトの心配ありません。
サーボモーター採用による安定した美しい刺繍の仕上がり。
・製品サイズ（高さ×幅×奥行）：96.5×63.5×69cm
・重量：72kg
・刺繍面積（縦×横）：250×400mm

※運送費、設置費用別途。

¥1,250,000
※運送費、設置費用別途。

¥1,190,000
※運送費、設置費用別途。

¥52,000 ※運送費、設置費用別途。

基本性能を継承したハイコストパフォーマンスモデル。
・製品サイズ（高さ×幅×奥行）：97.5×76×76.2cm
・重量：95kg
・刺繍面積（縦×横）：360×500mm

¥1,230,000
※運送費、設置費用別途。

¥875,000

1分間に最高1,000回転の縫製能力と、ネーム（文字）刺しゅうには必要十分な一度に
6色の刺しゅう糸が配置可能で、あなたの刺しゅうビジネスを強力にサポートします。
・製品サイズ（高さ×幅×奥行）：76.2×55.2×58.7cm
・重量：38.0kg
・刺繍面積（縦×横）：200×300mm

※運送費、設置費用別途。

¥1,520,000

圧倒的な信頼性と数々の新機能を満載。新型とうぶ搭載により、高い静音性を
実現。サーボモーター採用で大幅に生産性UP
・製品サイズ（高さ×幅×奥行）：90×79.5×72cm
・重量：72kg
・刺繍面積（縦×横）：330×500mm

※運送費、設置費用別途。



刺繍データ作成ソフト ※表示価格は全て税別です。
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EmbroideryStudio e4 Dsigning GOLD Standard ¥1,000,000

¥650,000

¥450,000

¥200,000

¥140,000

文字編集、ミドルレベルデータ作成と自動機能

WILCOM EmbroideryStudio e4
プロ仕様のアパレル装飾＆刺繍デザインソフトウェア
刺繍やマルチデコレーションのプロが選んだデザイン・ソリューション。 
刺繍デジタイズ、ブリング、プリント、シークインデザイン等をプロ仕様の機能と品質で作成できます。

WILCOM DecoStudio e4
アパレル装飾＆刺繍デザインソフト
DecoStudioはアパレル装飾に刺繍を加えたい方や
刺繍事業を始める方に最適で、あなたのビジネスの基盤となるソフトです。 

EmbroideryStudio e4 Dsigning BASIC

EmbroideryStudio e4 Decorating
文字編集、ベーシックデータ作成と自動機能

文字編集、ベーシックデータ作成,ビギナー用

EmbroideryStudio e4 Lettering
文字呼び出し編集、チームネーム機能

¥300,000EmbroideryStudio e4 Editing
刺繍データ編集、データ管理機能

DecoStudio e4 Lite
文字呼び出し編集

1書体¥49,800
7書体パック¥290,0004書体パック¥180,000
6書体パック¥260,000日本語漢字刺繍書体



スポーツマーキングに最適なデザイン&カッティングソフトです。

受注データ、生産管理システム

デザインデータ作成ソフト ※表示価格は全て税別です。

生産管理システムWEBバージョン（5月完成予定）※表示価格は全て税別です。
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Order Management System

快適な操作性

日本語仕様

ネーム入力

オリジナル
フォント登録

データ
取り込み

演算計算が早く
快適なエフェクト
効果が得られます。

受注内容をデータベース化
増える一方のご注文内容、
お客様情報をデータベース化。
追加注文にすぐに対応できます。

リアルタイムに生産体制を管理
納期、受注状況を管理。
計画的な生産体制を実現できます。

画像、PDF ファイルを取り込み
受注データごとに画像、PDF ファイルを張り付けできます。
仕上がり写真の保存、オーダー用紙の保存等に便利です。

かんたん運用
増える一方のご注文内容、
お客様情報をデータベース化。
追加注文にすぐに対応できます。

ネーム入力後、
アーチエフェクトなど
テキストボックス内で
作業が可能。
連続ネーム入力に
最適です。

フォントデザイナー
機能によりオリジナル
作成フォントを登録
テキスト入力へ。

画像データはもちろん
ai,psd,pdfデータが
そのまま読み込み
可能。

Gerber OMEGA 5.0 CS
￥450,000

￥300,000



刺繍アクセサリ
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50枚セット¥3,000

糸ストッキング：Cone Stoking 593-50
糸巻きの本体に被せて使用します。
ラメ入り糸のひっかかり、
もつれを防ぎます。

¥25,000

ラメ入り糸用糸立て：Thread Majic
お手持ちの刺繍機に簡単取付け。
ラメ入り糸のひっかかり、
もつれを防ぎます。

¥15,000 ¥3,000¥4,000

下糸テンション計測機：TM-1 ミシン用 LEDライト（電池式）　　ミシン用 LEDライト
下糸のテンションを正確に計測できます。 マグネット式の為どこにでも取り付け。マグネット式の為どこにでも取り付け。

¥25,000

TAJIMA自動下糸巻き機
タイマー式の自動下糸巻き機です。

3点セット
¥25,000

バリカン用替え刃
¥5,000

刺繍ほどき用バリカン：Peggys Stitch Eraser3

¥20,000

ステッチイレイサーは世界で最も広く使われている
刺繍糸のほどき用ツールです。すばやくきれいに
糸の取り外しができます。オイル、クリーニングブラシ付き。

刺繍ほどき用はさみ：Squeezers 578

¥3,000

非常に軽く扱い易いはさみです。ピンセットのように
動作します。先がカーブしているので、生地を傷付ける
ことなくきれいに糸がほどけます。

「あるといいな」がここにあります。便利な刺繍用品、資材を集めました。

¥3,000

LEDライト付きスタンドルーペ：TS-7
ほどき作業など細かい作業に最適です。
製品サイズ：15.5×24×24cm/ レンズ直径 13cm

バリカン＋替え刃＋はさみ

刺繍用はさみ

¥5,000

Gingher Embroidery Scissors-4”
Double Curved:566

¥5,000

Gingher Embroidery
Tool Kit:576

¥4,000
6” Tweezer:852

¥2,000
Narrow Straight-Blade Scissors:576-3

¥2,500
Stitch Remover Scissors:574

様々なタイプがございますので用途に合わせてお選び頂けます。

¥3,000
4” Curved Scissors:572-B



※表示価格は全て税別です。

¥1,200

刺繍糸：ウルトラポス (120/2) 
5,000m
後加工に最適。耐摩擦製、
高い可縫製性。ポリエステル 100%

¥2,500

金、銀 (ラメ入り) 糸 :ウルトメタリック( 一掛 )  5,000m
高い可縫製性。ポリエステル 100%

¥2,700

下糸 (白 )：カタン (120)20,000m
綿 100%

ワッペン用のベース生地。
¥840

ワッペン用クロス生地：45×50cm
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¥1,500
②ボビンケース
3個セット¥350
①ボビン①

②

¥260
⑤糸抜き

¥480
⑦糸切りばさみ
¥400
⑥リッパー

¥1.500
虫眼鏡付きリッパー

¥1.500
虫眼鏡付きピンセット

⑤
⑥

⑦

¥200
⑧チャコペン

¥280
⑨チャコエース

¥180
⑩イレイサー

⑧

⑨

⑩

¥300

3D刺繍用ウレタン：
25×25cm 
3mm厚

20枚1セット¥1,000
不織布 ( 下紙 )：38×50cm

20枚1セット¥500
ビニール：25×38cm　0.08mm厚
生地の上にのせて刺繍します。刺繍の字体がきれいにでます。安定紙。生地の補強に使用します。

1ロール¥10,000

不織布 ( 下紙 )：10cm×225m
帽子専用

安定紙。生地の補強に使用します。

20枚1セット¥1,000
白鶴ローシ ( 下紙 )：40×55cm

20枚1セット¥700
水溶性ビニール：30×40cm
生地の上にのせて刺繍します。刺繍の字体がきれいにでます。安定紙。生地の補強に使用します。

10本セット¥600
③ORGAN針：11号, 9号

10本セット¥600
④GROZ-BECKERT 針：11号,9号

③
④

¥7,800

マグネット枠用
下糸 1箱（144 個入）

１ロール¥25,000

防水・撥水生地の補強に使用します。
刺繍後、生地の裏面に熱圧着します。

サーモシール

■ 大：10インチ 幅×11ヤード長
　　　 (25.4cm幅×10m長 )

１ロール¥13,000

■ 小：4インチ 幅×11ヤード長
　　　 (10cm幅×10m長 )

黒

ロイヤル
ブルー 紺黄色白 赤黄緑

ピンク グレー アイボリー緑水色

オレンジ



① ② ③
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⑨ ⑨

※表示価格は全て税別です。ミシンオイル・ボンド・溶剤 ( シミ抜き等 )

プーリー潤滑オイル
ノズル付
¥1,000

①ミシン用 SFオイルスプレー :220cc
平潤、潤滑、防錆、耐熱性
ノズル付
¥1,200

②F-16シリコーンスプレー :430cc

アップリケ布仮止め用：弱粘着タイプ
¥850
③グッドパンチスプレーのり：430ml

パンチシートの仮接着ボンド。強粘着タイプ
¥3,000

⑦置縫粘着剤レギュラー・ハード ：1L

柔らかくて作業が困難な布地、皮革を一時的に
硬くします。時間が経つと元に戻ります。
¥2,000

⑧一時硬化スプレー：365g

使い易いシミ抜きガン
( 鉋金ポンプ・ボトル式 )
AC100V ／ 50・60Hz
消費電力 25W　振動数 50～120/sec.
¥35,000

¥6,600

①シミ抜きガン：OZW-BR

弱接着：アップリケ仮止め、捺染台への生地の地貼り、版下仮止め
中接着：生地と型入紙の仮固定、ラベル貼り、布、皮の接着、マットのズレ止め
強接着：ベニヤ、発泡ボード、Pタイル、板等の接着

各¥1,100

スプレーボンド：430cc
④
⑤
⑥ 

吸水性の良い布で揉むような感覚で
シミをつまみとります。

ソルビーエース (シミ抜きスプレー ):420cc

油性
水性
¥1,400
¥1,200

③
④

枠を外した後のシワを消去出来ます。
アイロンでシワ伸ばしの際、アタリや
テカリが生じ易い素材に最適です。
¥2,000

⑤わく＆ワトール ：400cc

裏当てのタオル等に残色が転移する様
なぞって下さい。
油性のシミ抜きにも利用出来ます。
1本¥750

⑥チャコ消しペン：16ml
機械油、色鉛筆、チャコ、バター、マヨネーズ、
コールタール、ステッカー、朱肉、
ガム、チョコ、カレー等の
シミ抜きに。
1本¥650

⑦シミ抜きペン：15cc

④

⑤

⑥ 

⑦ ⑧

①

②

③　   ④
⑤

⑥
⑦

★シミ抜き液は、 ②シミ抜き液
　ソルビー 201D：４kg を使用

⑧( 手動ガン・染み抜き液付 )
AC100V ／ 50・60Hz
消費電力 180W

(mede in USA)
AC110V ／ 50・60Hz

¥45,000

¥98,000

⑧染み抜きMINI バキューム

染み抜きバキューム



その他機材 ※表示価格は全て税別です。

レーザー加工機用オプション機材

www.markcity.co.jp P.12

針布

¥55,000

細かなカッティングを行う際に下に素材が落ちないように開発された針布です。
対応機種 : VENUSⅡ, MERCURYⅢ, SPIRIT, SPIRIT GLS

アルミ製針布用ボード

¥40,000

針布の下に敷いて使用します。数点用意し
ボードごと針布をレーザー加工機から出し入れすることで
機械を止めずに稼働し続けることができます。

ウェアたたみ＆袋入れキット：FOLD&BAG

¥20,000

たたみたい幅に合わせボートが調整できます。
すばやく均一のサイズでたたみ、袋入れする事
が可能となります。

￥65,000

八方送りミシン：CS-6910

¥260,000 ※運送費、設置費用別途。

最高縫速度：150SPM  縫目量：2～4mm
筒の長さ：365mm  筒の径：29mm
ボビン径：20mm  押え上がり量：13mm
使用針：D1×3

グローブ、スパイクの刺繍に最適！

ハンディー検針器

¥29,800

コンパクトで使い易い検針器です。
刺繍後の生地に折れた針が混入
していないか確認出来ます。

レーザーアライメント PAL・PAL2レーザーアライメント 
生地・枠を固定する際の位置決めに便利。十字のレーザー光が
照射されるので、固定する時の微調整がラクになります。

￥28,000
PAL2

￥12,000
PAL



プレス機 ※表示価格は全て税別です。

アメリカINSTA社製プレス機

HoopMaster JapanP.13

標準的なプレートサイズの圧着機です。
プレートサイズ：15×15インチ（38.1×38.1cm）
電源：120V・1750W　14.6Amps　※コンプレッサー別売り

※別途送料¥5,000

熱プレス機自動タイプ：MODEL 718

テフロンプレートカバー
15×15インチ（38.1×38.1cm）

※別途送料¥5,000
¥650,000

¥10,000

プレートサイズ：13×13インチ（33×33cm）
電源：120V・1750W　14.6Amps

熱プレス機手動タイプ：MODEL 201

※別途送料¥5,000
¥180,000

¥250,000

オプションプレート
6×6インチ（15.2×15.2cm）
¥50,000
オプションプレート
6×9インチ（15.2×22.9cm）
¥50,000
6×15インチ（15.2×38.1cm）
¥50,000
10×15インチ（25.4×38.1cm）
¥70,000
オプションプレート
4.5×5インチ（11.4×12.7cm）
ダブルスリーブタイプ
¥70,000
オプションプレート

15×20インチ（38.1×50.8cm）
¥70,000
20×25インチ（50.8×63.5cm）
¥100,000

15×15インチ（38.1×38.1cm）
¥70,000



www.markcity.co.jp HoopMaster Japan

HoopMaster アジア総代理店
HoopMaster アジア総代理店

www.markcity.co.jp

2017より日本代理店



HoopMaster 日本総代理店

www.markcity.co.jp

販売代理店


