
日本紐釦貿易株式会社

【E-mail】 nbk@nippon-chuko.co.jp 【HP】  http://www.nippon-chuko.co.jp

-ファスナー50本セット- ♦イロドリファスナー　色取り合わせ50本セット ♦ □ キルト綿 □ ご好評につき12月も継続　限定販売！ □ 人気商品が限定特価 □ 人気商品を期間限定で！！
ｽﾗｲﾀﾞｰ部分の付け替えが可能なｶﾗﾌﾙなﾌｧｽﾅｰ 色:白・生成 ★ オリジナルのお得なキルト芯です★ ♦ デザインリボンテープセット
・IRO-16SET  16ｃｍセット ♦P4-8 約100cm×1mカット A200-13SET 綿100%
・IRO-20SET  20ｃｍセット ￥2,500/セット 特別価格 5m巻 巾15mm9巻 ,20mm,25mm,30mm各1巻
・IRO-25SET  25ｃｍセット 参考上代￥20,000相当 ♦P4-9 約100cm×10m巻 各柄1反　12反セット
※限定商品の為、色指定はできません 特別価格 ￥2,500/巻 特別価格

♦プリントファスナー　色取り合わせ50本セット ♦ □ パッチワーク □ 定番商品を特別価格で！ ♦ アイロン接着スパンチェーン 限定4色セット
・PRI-20SET  20ｃｍセット ♦マルチデザインペーパー P4-5-50 50枚ｾｯﾄ 特別価格 L2000SET 4mm平丸×10m巻
・PRI-30SET  30ｃｍセット ￥2,500/セット P4-6-50 50枚ｾｯﾄ 特別価格 クリア、ブルー、パープル、グリーン各1巻

営業直通050-5558-4040【TEL】代表06-6271-7087 【FAX】06-6271-00592013年　決算SALE！！ 小売店様限定特別セール
〈ウラ〉

受付期間：
本状到着日より～12/25（水）まで

"超"特価

★期間限定12月だけ！★ "超"特別価格　この機会にぜひお買い求め下さい！

￥1,500/セット

≪別紙≫
　カットクロスセット
　入園入学生地

￥300/枚

\3,600/ｾｯﾄ
\4,120/ｾｯﾄ

★数量限定★ お買得商品

"超"特価

・PRI-30SET  30ｃｍセット ￥2,500/セット P4-6-50 50枚ｾｯﾄ 特別価格 クリア、ブルー、パープル、グリーン各1巻
参考上代￥20,000相当 ♦方眼シート P4-2-50 50枚ｾｯﾄ 特別価格 特別価格

※限定商品の為、色指定はできません ♦綿麻キルト ＨＫ-510-roll 綿45% 麻55% 1巻単位 10m乱 特別価格 ※限定の為、色が変更になる場合がございます。
-玉付コイルファスナー　1箱100本セット - *玉付ｺｲﾙﾌｧｽﾅｰ18cmは無くなり次第終了予定 ＨＫ-511-roll 綿80% 麻20% 1巻単位 10m乱 特別価格 ♦ レジンＵＶクリスタル 紫外線で硬化する（5分～10分）レジン液です

♦玉付きコイルファスナーG　18㎝　全11色 対象色 ♦マグネット φ12mm SM-10　Ｇ（ゴールドのみ） ・ ＡＶ003 25ｇ 12本単位 特別価格

・3CF18-100　1箱 100本 特価 \2,300/箱 501、512、519、520、560、563 1袋10個入り 特別価格 ♦ トランスファーコート転写液 ﾃﾞｺﾊﾟｰｼﾞｭ、転写が出来る溶剤です
♦玉付きコイルファスナーAG　18㎝　全14色 566、570、572、576、801 □ スワロフスキーエレメント □ 超徳用10グロス単位でお得!! ・ DZ025 100ｍｌ 3本単位 特別価格

・3CFBK18-100　1箱 100本 特価 \2,300/箱 ※3CFBKのみ 558、578、580も可 ♦ソロバン型 ＃5328 徳用10グロス（1440個） ♦ 消しゴムハンコ
□ アドガー □ 1箱毎の購入で超特価！ ・5328-3MM-10G（3mm） 001クリスタル 特別価格 ・ RFW300-10 W4xH1xD8cm 10個単位 特別価格

♦図案写しﾏｰｶｰ青 Ｆ-Ｚ1-10 10本入 1箱 上代￥3,800 特別価格 003クリスタルAB 特別価格 ・ RFW301-5 W10xH1xD14.5cm 5個単位 特別価格

♦図案写しﾏｰｶｰ紫 Ｆ-Ｙ2-10 10本入 1箱 上代￥3,800 特別価格 ・5328-4MM-10G（4mm） 001クリスタル 特別価格 ♦ リネンテープ 麻100％ 色　：ベージュ
♦ﾑｰﾝﾍﾞｰﾙ Ｆ2-12-10 10枚入 1袋 上代￥2,800 特別価格 003クリスタルAB 特別価格 ・ DC9611 15mm×10m巻 特別価格

♦ﾁｬｺｴｰｽⅠ青 Ｆ-ＷB1-10 10本入 1箱 上代￥2,800 特別価格 ♦ラインストーン（アイロン接着）HF 徳用10グロス（1440個）
♦ﾁｬｺｴｰｽⅠ紫 F-AB1-10 10本入 1箱 上代￥2,800 特別価格 ・2038-10G 001クリスタル SS10 （約3ｍｍ） 特別価格 ♦ 木製糸立て 茶色
♦ﾁｬｺｴｰｽⅠﾋﾟﾝｸ F-AB3-10 10本入 1箱 上代￥2,800 特別価格 SS16 （約4ｍｍ） 特別価格 CC1283 W28.3xH25.5xD12.5cm

￥2,000/セット

\250/m

¥5,880

¥7,045
¥8,630
¥7,045
¥8,630

¥1,380
¥1,380

¥1,380
¥1,380

¥1,880
¥1,880

¥1,290
\450/袋

\4,120/ｾｯﾄ
\2,200/ｾｯﾄ

\780/ｍ
\720/ｍ

¥6,630
¥4,270

¥2,900
¥1,650

♦ﾁｬｺｴｰｽⅠﾋﾟﾝｸ F-AB3-10 10本入 1箱 上代￥2,800 特別価格 SS16 （約4ｍｍ） 特別価格 CC1283 W28.3xH25.5xD12.5cm
♦ﾎﾜｲﾄA Ｆ2-ＷＡ-10 10本入 1箱 上代￥2,800 特別価格 SS20 （約5ｍｍ） 特別価格 ｼｬｯﾍﾟ200m等のφ31mmまでのｽﾌﾟｰﾙが28個収納可
♦ｲﾚ-ｻｰ Ｆ2-ＥＰ-10 10本入 1箱 上代￥1,800 特別価格 003クリスタルAB SS10 （約3ｍｍ） 特別価格 特別価格 /個

□ レース □ 柄はお任せ、セット購入で超特価！ SS16 （約4ｍｍ） 特別価格 ♦ スプールスタンド W24xH4xD8cm 12本収納
SS20 （約5ｍｍ） 特別価格

♦ラインストーン（ボンド接着）F 徳用10グロス（1440個）
・2058-10G 001クリスタル SS9 （約2ｍｍ） 特別価格

SS12 （約3ｍｍ） 特別価格

SS16 （約4ｍｍ） 特別価格 ▲CC1301-5 黒茶 ▲CC1302-5　茶 ▲CC1303-5　ﾅﾁｭﾗﾙ
SS20 （約5ｍｍ） 特別価格 □ 持ち手 □ 5本セットで超お買い得！！

♦CLL-20S　綿ﾚｰｽ5～7m巻 20巻ｾｯﾄ (参考上代\26,600相当) 特別価格 003クリスタルAB SS9 （約2ｍｍ） 特別価格 ♦ 合成皮革持ち手 同色5本セット 対象色
♦TLL-20S　ﾄｰｼｮﾝﾚｰｽ5m巻　　 20巻ｾｯﾄ (参考上代\23,200相当) 特別価格 SS12 （約3ｍｍ） 特別価格 ・YAK380-5 38cm・YAK480-5 48cm・YAH40-5 40cm※全品番共通

♦CML-10S　ｹﾐｶﾙﾚｰｽ約6.5m巻 10巻ｾｯﾄ (参考上代\23,200相当) 特別価格 SS16 （約4ｍｍ） 特別価格 ・4　ベージュ
□ ナスカン □ 同色10個入　5袋単位で超お買い得！ SS20 （約5ｍｍ） 特別価格 ・5　オーク
♦S27-23-50　ナスカン6ｍｍAG 50個 (通常価格\1,850) 特別価格 □ 毛糸 □ ★この冬最後のおすすめ毛糸です★ ・11　黒

¥5,448

¥3,580

¥9,560
¥13,520

¥8,000

¥1,380
¥1,380
¥900

¥1,450

¥3,985

¥4,695
¥7,520
¥5,800

¥9,500

¥7,650
¥10,820

同色5個単位

¥6,630
¥9,360
¥5,520

¥8,000

¥1,280

\1,800/ｾｯﾄ

特別価格

♦S27-23-50　ナスカン6ｍｍAG 50個 (通常価格\1,850) 特別価格 □ 毛糸 □ ★この冬最後のおすすめ毛糸です★ ・11　黒
♦S27-25-50　ナスカン9ｍｍS 50個 (通常価格\1,300) 特別価格 ♦アクリックＬ（並太） 全23色 アクリル100％ ・540　茶
♦S27-27-50　ナスカン9ｍｍAG 50個 (通常価格\1,900) 特別価格 ●アクリルたわし・手芸用 1玉 約70m巻（40g玉巻) 1袋　5玉入 \280/袋 ・870　こげ茶
♦S27-29-50　ナスカン11ｍｍS 50個 (通常価格\1,700) 特別価格 ♦アクリックＬＬ（極太） 全23色 アクリル100％
♦S27-31-50　ナスカン11ｍｍAG 50個 (通常価格\2,350) 特別価格 ●アクリルたわし・手芸用 1玉 約48m巻（40g玉巻) 1袋　5玉入 \280/袋 ♦ バーバリーショルダー 同色5本セット
♦S27-33-50　ナスカン16ｍｍS 50個 (通常価格\1,800) 特別価格 ♦アクリックモヘア 全18色 アクリル100％ ・KT85-5 巾1cm 86cm～140cm調節可能
♦S27-35-50　ナスカン16ｍｍAG 50個 (通常価格\2,400) 特別価格 ●編みぐるみ・手芸用 1玉 約100m巻（25g玉巻) 1袋　5玉入 \315/袋 アクリル100%
♦S27-39-50　ナスカン22ｍｍAG 50個 (通常価格\2,550) 特別価格 ♦ピュアウール（並太） 全20色 ウール100％
□ 持ち手芯 □ ☆廃番商品の為、特別価格！ 素材：P.P ウーリー ●ウエア―・帽子・マフラー用 1玉 約95m巻（40g玉巻) 1袋10玉入 \1,010/袋

♦S29-1　4mmX20m巻 (通常価格¥340) 特別価格 /巻 ♦ピュアウール（中細） 全18色 ウール100％
♦S29-6　6mmX10m巻 (通常価格¥250) 特別価格 /巻 ●ウエア―・帽子・マフラー用 1玉 約190m巻（40g玉巻) 1袋5玉入 \550/袋 B　黒 C　チョコ E　ベージュ

□ 保冷保温クロス □ □　ハマナカ　新商品のご案内　□ ◎詳細は下記URLよりご確認いただけます。 ♦ 合皮ハンドル （取付　丸型） 同色5本セット
♦DVS-21-SET 約120ｃｍ×1ｍカット ≪THARIA　　タリア≫ http://www.nippon-chuko.co.jp/secret-nbk/index.html ・MAW10-5 長さ50cm　中心部1.7cm　取付5cm

6色各1枚セット ￥6,300/ｾｯﾄ 素材：綿33%、ﾚｰﾖﾝ20%、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ19%、ｳｰﾙ14%、ﾅｲﾛﾝ9%、ﾓﾍｱ5%
(参考上代\15,600) 30g　玉巻（約108m） 1袋10玉入 全8色

特別価格

特別価格 特別価格

特別価格

¥1,450

\2,500/ｾｯﾄ

\1,900/ｾｯﾄ\1,700/ｾｯﾄ

¥1,950

¥1,000

¥1,350

¥1,400

¥250

¥1,500

¥1,750

¥185

特別価格

\3,650/ｾｯﾄ

\1,200/ｾｯﾄ

¥1,850

(参考上代\15,600) 30g　玉巻（約108m） 1袋10玉入 全8色
♦ALH-10R 約120ｃｍ×10ｍ巻 1巻単位 参考小売価格　　\620/玉 *卸価格に関しましては、各営業担当までお問合せ下さい

W 白, B 黒, Y ｲｴﾛｰ, G ｸﾞﾘｰﾝ ￥10,000/巻 ●　お買い得セット ｶﾗｰ#　1～8 各1袋 10袋ｾｯﾄ
P ﾋﾟﾝｸ, O ｵﾚﾝｼﾞ (参考上代\24,000) 参考小売価格　　\49,600 ｻｰﾋﾞｽ品 ﾍﾞｽﾄ作品1点、全色編地、作品テキスト　等 BR　ﾌﾞﾗｳﾝ B　黒E　ﾍﾞｰｼﾞｭSB　ｻｯｸｽP　ピンクR　赤


