
Now with highertechnology and skilled workmanship,we are able to rnake beads vvith even larger holes.
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丁OHO CO。′LTD.



【サイズ】

◎10

【1パック入数】

【表示について】

品番

丸小  入数 価格

丸中  入数 価格

LI猟 m)

1lmm)・

Takumi LH BEADS丸 71ヽ

Takumi LH BEADS丸 中

約65g入

糸,65gヌ、

83    -
丸/1ヽ   約659入  1 80円  741034

丸中  約659入  1 80円  742031

約800粒

約480粒

●★

」ANコ ード

JANコ ード

CO■ORS

スキ

2152   贅螢資露巨豪

丸」ヽ  約659入 450円  741522

丸中 約659入  450円  742529

銀 メ ッ キ 着 色

2212  ギ
ー

:■

丸/1ヽ  約65g入  180円  741539

丸中 約65g入 180円 742536

2218   ■武謳日裔日, 1ロ

丸/1ヽ  約65g入  1 80円  741546

丸中 約659入 180円 742543

2219   - 1日

丸」ヽ  約659入 180円  741553

丸中  約65g入 180円  742550

2223   劇■■■目■レ :・
丸」ヽ  約65g入 180円  741560

丸中  約65g入 180円  742567

2224   ■ョ巨■雷

' 1・丸/1ヽ   約65g入  ]80円  741577

丸中 約65g入 ]80円 742574

-浄つ659入  180F] 741010

約65g入  ]80円  742017

玉虫

81    -
丸」ヽ 約659入 180円 741027

丸中 約65g入  ]80円  742024

サラシ (漂 白)に よる変色、あるいは時間がたつと酸化現象によつて変色
することがあります

摩擦によつて色落ちすることがあります

強い摩擦や長時間の摩擦によつて色落ちすることがあります

ドライクリーニンクや香水などに含まれる有機溶剤によつて色落ちする
ことがあります

ドライクリーニンクや香水などに含まれる有機溶剤に長時間さらされる
ことによって色落ちすることがあります

太陽光線 (紫外線)で褪色するおそれがあります

●

★

☆

■

□

　

▲

960
丸小

丸中

84
丸71ヽ  約659入

丸中 約65g入

-1 80P∃  741041

]80円  742048

962
丸 71ヽ   約65g入

丸中 約65g入

‐■■■二I  □

180F∃  74]393

1 80P日  742390

85    -
丸」ヽ  約65g入 180円  741058

丸中 約659入 180円 742055

86    -
丸」ヽ  約65g入 180円  74]065

丸中 約65g入 180円 742062

964   ■

“

騒

“
“

■・ □

丸/1ヽ  約659入  1 80円  741409

丸中 約65g入 180円 742406

983
丸/1ヽ  約65g入  ]80円  741416

丸中  約65g入  1 80円  742413

1064   - □

丸4ヽ  約65g入 ]80円  741447

丸中  約65g入 180円 742444

□

スキラスター

101
丸/1ヽ   約659入

丸中 約65g入

180円

]80円

741072

742079

241
丸71ヽ  約65g入

丸中 約65g入
―

 □

]80円  741164

180円  74216]

着色ラスター

343   ■■日

“

暉い ´ □

丸ガヽ  約659入 ]80円  741256

丸中 約65g入 180円  742253

352      _́_二 ・ □

丸」ヽ  約65g入 180円  741263

丸中 約659入 180円  742260

353    ■起晏凛奎委  □

丸」ヽ  約65g入 180円  741270

丸中 約659入 180円 742277

355   - □

丸小  約65g入 180円  74]287

丸中 約65g入 180円 742284

1069   ・■‐1■■|■

'二
t □

丸」ヽ  約659入  180円  74146]

丸中 約65g入  180円  742468

1070   0電 g迫
堅い  □

丸」ヽ  約659入 180円  741478

丸中 約659入 180円 742475

1071    α彗縫F贅滲  □

丸/1ヽ   約65g入  1 80円  741485

丸中  約65g入  ]80Pヨ  742482

245    - □

丸」ヽ  約65g入  180円  74]171

丸中  約65g入  ]80円  742178

308    - □

丸」ヽ  約65g入  ]80円  741249

丸中 約65g入 180円  742246

1065
丸 71ヽ   約659入

丸中 約65g入

□

180円
180円

74]454

742451

砥

４９

効
紳

777
丸/1ヽ   約65g入

丸中 約65g入

□

1 80Pワ  741362

1 80P日  742369

786           □

丸」ヽ 約65g入 180円  741379

丸中 約65g入 180円  742376

穴を大きく作りました。

丸小 TakumiLH(丸 小 )

通常の穴より、平均15%大きい

―

・ □

約65g入 ]80円  74]386

約65g入 ]80円  742383

1079   要,こコ奎■  □

丸」ヽ  約65g入 ]80円  741492

丸中  約65g入 180円  742499

スキオーロラ

162    ~
丸」ヽ  約659入  180円  741089

丸中 約659入 180円 742086

477D   t■ 銚 な i■ 1・  □

丸Jヽ  約65g入  180円  741300

丸中 約65g入  180円 742307

着色 オ ー ロラ

189    - □

丸」ヽ  約659入  180円  741096

丸中  約65g入  ]80円 742093

● FM/着色またはパールのつや消し加工で、つや消しが強い。 ● PF/従来の同色番に比べて、摩擦に強くなっていて色が落ちにくい。



1830   _ □

丸 Jヽ  約659入  ]80円  741508

丸中 約659入  180円 742505

1854   '―  □

丸」ヽ 約65g入 ]80円 741515

丸中 約65g入  ]80円 7425]2

ブロンズ

201    - ☆

丸 71ヽ   争つ65g′、 260P] 74]102

丸中 約65g入 260円 742109

204    ■壌臼a騒二  ☆

丸」ヽ 約659入  260円 741119

丸中 約659入  260円  742116

コゲ金・銅 ラス ター

221    -  ☆

丸/1ヽ  約659入 450円  741]26

丸中 約659入 450円 742123

222    -・  ☆

丸4ヽ  約659入 450円 741133

丸中  約65g入 450円  742130

223   - ☆

丸71ヽ  約65g入 450円  741140

丸中  約65g入 450円 742147

サニー

422   - ☆

丸4ヽ  約659入 450円  741294

丸中 約659入 450円 74229]

パ ー ル

261    ・4≡ミ薔

=F. 
□

丸」ヽ  約65g入 180円  741188

丸中 約65g入 ]80円  742185

262   彙箋壼差姜手
, □

丸」ヽ  約659入 180円  74]]95

丸中  約659入 180円  742]92

263    - □

丸」ヽ  約65g入 180円  741201

丸中 約65g入 180円  742208

264    窪菫菫
=壼

F □

丸/1ヽ  約659入  180円  741218

丸中 約659入 180円 742215

266   ■■壼壼奎F □

丸4ヽ  約65g入  180円 74]225

丸中  約65g入  ]80円  742222

295    ■饉壼菫aF. □

丸Jヽ  約659入 180円 741232

丸中 約659入 180円 742239

989   ■量彙菫壼■  □

丸71ヽ  約659入 260円 741423

丸中 約65g入 260円 742420

994   ‐■11■ ,■ ■  □

丸4ヽ 約65g入 260円 741430

丸中  約65g入 260円 742437

高級玉虫

505   - ☆

丸」ヽ  約65g入 450円  741317

丸中 約659入 450円 7423]4

509
丸小  約65g入

丸中 約65g入
―

 ☆

450Pヨ 741324

450F5 742321

本金メッキ

701    ,■ 圭|―
―

・  □

丸」ヽ 約65g入 900円 741348

丸中  約659入 900Pヨ  742345

銅メッキ

740    ・ ―

―
  呂

丸」ヽ  約659入  450円  741355

丸中 約65g入 450円 742352

PF

PF21
丸71ヽ  約65g入

丸中 約659入

PF22
丸/1ヽ  約65g入

丸中 約65g入

MATrE

銀メッキ

21F
丸7jヽ   約65g入

丸 中  約659入

22F
丸/1ヽ  約65g入

丸中 約65g入

砥

49F
丸/1ヽ   約65g入

丸中 約659入

玉 虫

82F
丸7Jヽ   約659入

丸中 約65g入

●
□

260F] 741690
260円  742697

「 =こ
‐――~3`  

呂

260Pヨ  741706

260P] 742703

COLORS

1■ ‐4 呂
]80円  741584

1 80円  742581

‐咀■1・ 1,  呂
180円  741591

1 80P] 742598

―180F] 741607
180円  742604

―180円 7416]4

]80円  742611

プjヾ

楽しい

84F   
―丸」ヽ  約659入 180円  74]62]

丸中 約659入 180円  742628

86F   
―丸/1ヽ   約659入  1 80円 741638

丸中  約65g入  ]80円  742635

砥ラスター

613   _
丸」ヽ 約65g入  450円 74133]

丸中 約65g入  450円 742338

プロンズ

625F   Q■日■目D ☆

丸Jヽ  約65g入 450円 741645

丸中 約65g入  450円 742642

コゲ金・銅ラスター

1221F  q口■日■■p ☆

丸Jヽ  約65g入 450円 741652

丸中 約65g入 450円 742659

1222F   
―

 ☆

丸 /1ヽ   予つ659フ、 450P] 74]669

丸中 約65g入 450円  742666

225    Gヨ■腱臣D ☆

丸」ヽ  約65g入 450円  741157

丸中 約65g入 450円  742154

パール

267FM  ―
=r寧=, T

丸/1ヽ  約659入  260円  74]676

丸中  約65g入  260円  742673

989FM   .騒壼菫員壷
" 

□

丸Jヽ  約65g入 260円 741683

丸中 約65g入  260円 742680

ビーズの

穴が

手縫い針 デザイン 重量を 粒数が 作ること

プ)ヾ 約 20% 従来より

見やすい 通 る 広がる カット 増える

①外径はそのまま、穴を大きく作ることでビーズの穴が見やすくなりました。

②デカ穴なので、ビーズ針を使わなくても手縫い針が通ります。

③太めの糸、テグス、ワイヤー、ゴム糸などもらくらく通るから、デザインの幅が広がります。

④重量を約20%カットすることで、ビーズジュエリーやビーズ刺しゅうで縫い付けた衣服やバッグを軽量化できます。

⑤ ビーズの重量が軽いので、従来の丸小・丸中と同じグラム数でも、ビーズの粒数が20～30%多くなります。

⑥シニアからお子様まで、「手仕事は不得意」とか、「細かいビーズは苦手」という方も、幅広くご利用できます。

も




