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バービーの人気デザイナー “ロバート・ベスト"のイラストを使用した、

MIYUKI一押しのデコールキットです。素敵な4種のイラストとのコラボをぜひお楽しみ下さい。

希望小売価格 1,500円 廟月リサイズ :讐
潟子き翌 m

」ANコ ー ド 4992403856697     噸含ます)

BHD‐57  プラック(ド レス)

、重雫格1威R11鶉
ノイズ:頷

曇彗lm

※他のデザインの額も用意しております。

3cあ つιc″
ビーズデコール 専用額
ビーズデコールの額絵を、より

完成度の高いものに仕上げます。

詳しくは裏面をご覧下さい。

拡大イメージ

ビーズやライン

ス トーン等を、

専用の台紙に

貼るだけで

簡単に作れます。

BIIID-58  ブルー(ド レス)

希望小売価格 1,500円 税別サイズ :稽

掲イ8躍m
」ANコ ー ド 4992403856710     願含ます)

BHlD-59  ページュ(ド レス)

希望小売価格 1,500円 廟馴サイズ :稽

掲子ιttm
」ANコ ー ド 4992403856727    (額 含まず)

商品名 :「 ビーズデコールキッ
詰め合わせセット BHD-56～ 59

希望小売価格   1,500円 (税別 )

各 2キ ット入 り

トパート10【バービースタイル】」
希望小売セット価格 12,000円 (税別)

」ANコ ー ド 4992403856734   単品追加 各2キ ット

BHE)-56  ピンク(ド レス)
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ビーズデコール 専用額〈出荷単翻ケ
ビーズデコール専用額を作品やお部屋に合わせて

お好みでコーディネートしてみましょう!

コーディネーション

BHD-11
&リュストル

※写真の色は実物と多少異なる場合がございます。
※すべての額は日本製で、専用マット・ガラス付きです。

商品コードNooR501 20(木製)

額サイズ :約23x18.5cm 色 :茶

希望小売価格 2,000円 (税月ゆ

」AN=コ ー ド  4992403852330

商品コードNo.R50121(木製)

額サイズ :約23x18 5cm 色 :白

希望小売価格 2,400円 税511

JANコ ー ド 4965101299257

商品 コー ドNooR501 22(樹 脂製)

額サイズ :約255x21cm 色 :シ ルバー

希望小売価格 2,700円 (税 Bリ

JANコ ー ド 4965101299264

コーディネーション
BHD-32

&溜墜碁ず窪ユ奪←

コーディネーション

&騨源夏リスチュチ⇒

コーディネーション

&9りり【レ刀

コーディネーション

&男民鷲刀
コーディネーション

&翠3』 レ`刀

商品 コー ドNooR501 25(樹脂製)

額サイズ :約265× 21.5cm 色 :シルバー/白

希望小売価格 2,700円 廟局ゅ
」ANコ ー ド 4965101299295

コーディネーション

&魯り9ば3ス )

商品コードNooR501 29(木製)

額サイズ :約27x22cm 色 :ア イポリー/金

希望小売価格 3,000円 廟月D
」ANコ ー ド 4965101106838

商品コードNo.R50126(木製)

額サイズ :約 26.5× 21.5cm 色 :ブラウン/金

希望小売価格 2,700円税Bll

JANコ ー ド 4965101299301

商品 コー ドNooR501 28(木 製)

額サイズ :約 26× 21.5cm 色 :グ リーン

希望小売価格 2,700円税別)

」ANコ ー ド  4965101106821

マジカルピック114

ラインストーンなどの小さな物を吸着し、

簡単に拾い上げられま丸

吸着した小物は、指先や容器の縁に軽く

触れたりこすつたりすると、簡単に外れます。
スティックの先に付いている特殊スポンジの表面が、

微細な吸盤の働きをし、べたつくことなく

適度な強さで繰り返し吸着しま丸

商品コー ドNo.R50111

希望小売価格 1本 700円 税局り

吸着樹脂の直径 :約 2mm

全長 :約 1 50mm〈出荷単位〉1箱 (6袋入)

ビーズデコール手芸に便利な副資材

.■
.
Ｆ
蝿

マ ジカル トレイ

トレイを振るだけで、中に入れた
ラインストーンが表に向きます。

商品コードNo.R50113

希望小売価格 1ケ 350円廟別)

1辺 :約85mm高さ:約 1l mm

く出荷単位〉1箱 (6袋入)

マジカルチップ (よ り小さいもの向き)

ラインストーンなどの小さな物を吸着し、

簡単に拾い上げられま魂

先端の吸着樹脂がべたつくことなく、

適度な強さで繰り返し吸着します。

」ヽさなラインストーンやパールなどを

狙つた通りに貼つていけます。

必要に応じて吸着力を弱めることが出来ます。

吸着力はクリーナーで回復しま魂

商品 コー ドNo.R50112

希望小売価格 1本 500円 脱馴

吸着樹脂の直径 :約 3mm

全長 :約145mm〈 出荷単位〉1箱 (6袋入)

精密 ピンセ ッ ト

」ヽさな物がつかめます。

商品コードNo.H820
希望小売価格 1本 1,000円 職月い
全長 :約120mm く出荷単位〉1本
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