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●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　■アフターサービス：みしん市場グループは九州一円にあり、アフターサービスも万全で安心です。
電話注文のお客様は他の商品の見比べも承ります。（3～4台）　お気に召さない場合の商品のお取り替えは8日以内にお願い致します。
●商品・修理・商品のお申し込み・お問い合わせは

捨てるのはストップ!!「ミシンでエコ」はじめましょう!! https://www.facebook.com/Mishinichiba ●ホームページでもご覧ください。　http://www.mishin-ichiba.jp/

配　達
出張費

地域最安値を目指します！

年中無休（土日祝日も受注・配達致します。）

宮交シティ店 AM10:00～PM7:00

AM9:00～PM6:00他社店にて当社より安い値段が
ありましたら当社でも頑張ります！無料 宮崎青葉町店・都城店

延岡店・日南店

みしん市場 検  索

営業・受付
時　間0120-39-3425

サンキュー ミシン ニッコリ

要予約要予約 0120-39-3425

手作り教室開催♪手作り教室開催♪
● 時　間：AM10:00～PM1:00～2時間程度
● 予約制：完全予約制です。個別教室OK！
　　　　　※詳細はお電話にてお問い合わせ下さい

● 時　間：AM10:00～PM1:00～2時間程度
● 予約制：完全予約制です。個別教室OK！
　　　　　※詳細はお電話にてお問い合わせ下さい

個別教室で
安心！

キッズルームあります。
キッズルームあります。

安 心♪安 心♪店頭販売・店頭修理大歓迎店頭販売・店頭修理大歓迎

お気軽にお試しいただけます。お子様も一緒にご来店ください。

店内には常時　　　　　  
ミシンを展示しています。
店内には常時　　　　　  
ミシンを展示しています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来店時はマスクの着用と店舗入口での手指の消毒にご協力くださいますようお願いいたします。

点検・調整・修理は

モーターの内部消耗部品交換 1,500円～ 200円～
内部の注油処理・クリーニング 2,000円～
送り歯の交換 1,500円～ 1,500円～
内釜調整・交換 500円～ 1,500円～
針板キズ・修理・交換 800円～ 2,000円～
ロックミシン　メス・交換・調整 1,000円～ 500円～
ミシンランプ交換 0円～ 150円～

※ 部品交換の必要な場合修理代金の目安（税込）

診断料・修理見積り無料

● 出張費・修理見積り無料。
● 修理持ち込み大歓迎（釜掃除サービス）。
● 修理後3ヶ月～1年の保障付きで安心です。
● 部品交換を必要とする場合は、別途見積りいたします。
● ミシンが直らない場合は、代金はいただきません。
● 買い換え時、不要になったミシンはどこよりも高く下取りします。
● 学校関係ミシンにつきましては別途見積りいたします。

ミシンの点検修理
お任せください！

どこのメーカーのどんなミシンでもOKです！  ブラザー・シンガー・ジャノメ 
 ジューキ・リッカー・通販・他店購入等

0120-39-3425

どちらで買われたミシンでも
修理、調整おまかせ下さい。

10日間有効
表示価格本日より

facebook、
instagram
やってます！

facebook instagram

❶ミシン糸5色セット ❸手作りBOOK ❹❹ボビン５個セット❷エコバッグ

お買い上げプレゼントお買い上げのお客様に ❶❷❸❹ のいずれか
１点をプレゼント！

お
買
い
得
品

21周年
おかげさまで

電話注文OK!  配達OK! ご自宅での試し縫いもできます
使って安心修理技術のミシン屋さん

県内最大級の品揃え！全店技術サービス担当常駐！

※画像はイメージです。
※新型コロナウイルス感染予防対策のため、個別対応となります。 
※開催日時、作品テーマにつきましては店舗により異なります。
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、ワークショップ開催を変更する場合があります。

※画像はイメージです。
※新型コロナウイルス感染予防対策のため、個別対応となります。 
※開催日時、作品テーマにつきましては店舗により異なります。
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、ワークショップ開催を変更する場合があります。

☎0120-39-3425
【宮崎青葉町店/宮交シティ店】 【延岡古城店】

☎0982-26-5180

★ご予約お問合せは
【都城妻ヶ丘店】

☎0986-46-3342

材料費だけで気軽に参加できるワークショップです。
スタッフが丁寧にお教えしますので

初心者の方でも安心してお楽しみくださいね♪
お問合せはお近くの店舗まで！

ワークショップワークショップ

10台限定シンガー SN20Dシンガー SN20D

11,00011,00011,000円円円11,00011,00011,000円円円11,00011,00011,000円円円（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

フットコントローラータイプのミシン
です、置き場に困らない4.35kgのコ
ンパクトミシン。垂直半回転釡を採用
してますので縫いもしっかりしてます。
縫い模様も9種類13模様。ランプも
長寿命のLEDランプで安心。

サイズ／高さ292mm×幅348mm
　　　　×奥行183mm
重　量／ 4.35kg

1

2 10台限定

14,80014,80014,800円円円14,80014,80014,800円円円14,80014,80014,800円円円（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

ジャノメ ヌイキル N-366ジャノメ ヌイキル N-366

垂直半回転釜 フリーアーム LEDランプ

メーカー希望小売価格　
オープン価格▶

ワンタッチ式
ロックカッター
内蔵

ワンタッチ式
ロックカッター
内蔵

ロックカッター内蔵で、ワンタッ
チでカッターのセット。切りなが
ら裁ち目かがりもできる！直線・
ジグザグ・ボタンホール・まつり
縫い・ふちかがり・点線ジグザグ
など計11種類の実用縫いができ
ます！

ワンタッチ式
ロックカッター
内蔵

ワンタッチ式
ロックカッター
内蔵

サイズ／高さ261mm×幅354mm×奥行159mm
重　量／5.7kg

宮崎青葉町店
宮崎市青葉町74-1
☎0985-60-7880

●ドラッグ
　　ストアモリ

宮交シティ店
宮崎市大淀4丁目6-28-3F
☎0985-54-1850宮崎県入札指定業者

ミシンの販売・直販・修理専門店

日南
星倉店

日南市星倉3丁目20-16
0120-39-3425

TEL.0987-21-2115

〒

県立●
日南高校

食彩館とむら●

ホームワイド●

●タイヨー

●ケーズデンキ

かんぽの宿↑

油津→

●
ネッツトヨタ

←
飫
肥

日南星倉店

延岡古城店

延岡古城店
延岡市古城町3-1
☎0982-26-5180

都城妻ヶ丘店
都城市妻ヶ丘町15-12
☎0986-46-3342

AOKI

地元宮崎のミシン 屋さん。販売・修理・安心技術の専門店



ミシンの事なら何でもお気軽にお問い合わせください

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。

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
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。

※数に限りがありますのでお早めにお越し下さい

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。

他

家庭用ミシン8,000円（税込）前後～

＆

直線専用
ミシン

ロックミシン
コーナー

実用型
家庭用
ミシン

家庭用
ミシン

ワンランク
上の

7

15

16 17

1413

8 9 10

19

18

21

ベビーロック 3本ロック
糸取物語BL22EXS
ベビーロック 3本ロック
糸取物語BL22EXS

糸調子も糸通しも
自動でカンタン！
糸調子も糸通しも
自動でカンタン！

10台限定
メーカー希望小売価格

126,500円（税込）▶店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価

23

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

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

ジューキ
MO-1000M
ジューキ
MO-1000M

22
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

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

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

20

10台限定 5台限定 10台限定
メーカー希望小売価格

154,000円（税込）▶店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価
メーカー希望小売価格

181,500円（税込）▶店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価
メーカー希望小売価格

193,600円（税込）▶店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価

6

12

重量／14.8kg
ジューキ
HZL-NX7
Kirei

ジューキ
HZL-NX7
Kirei

5台限定
メーカー希望小売価格　

492,800円（税込）▶店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価

重量／6.6kg

10台限定ジャノメ PURVOA
A8000
ジャノメ PURVOA
A8000
メーカー希望小売価格　

217,800円（税込）▶店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価

各5台限定

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ですジューキ シュプールジューキ シュプール

店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価
30 ㋱143,000円（税込）▶
30SP ㋱165,000円（税込）▶
30DX ㋱176,000円（税込）▶

LEDランプ

自動糸切り

5台限定

手元でスピード調整が可能

新しい大型フットコントローラー

薄物から皮革までOK・
ミシン糸8番手OK
薄物から皮革までOK・
ミシン糸8番手OK

ベビーロック
エクシムプロ 9400LS
ベビーロック
エクシムプロ 9400LS
メーカー希望
小売価格 187,000円（税込）▶

メーカー希望
小売価格 144,100円（税込）▶ 店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価

3 4 5 シンガー SP-05Nシンガー SP-05N

自動針穴糸通し 簡単下糸セット全自動ボタンホール

水平全回転カマ 文字・模様縫い 自動ボタンホール フリーアーム

バックライト付液晶画面

豊富なステッチ207種類

文字・模様も縫えてこの価格！文字・模様も縫えてこの価格！

5台限定

サイズ／高さ298mm×幅404mm×奥行188mm
重　量／5.8kg 19,80019,80019,800 円円円19,80019,80019,800 円円円19,80019,80019,800 円円円（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

メーカー希望小売価格
オープン価格▶ 49,80049,80049,800 円円円49,80049,80049,800 円円円49,80049,80049,800 円円円（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

下糸クイック 7枚送り歯 白色LEDライト

ワンタッチらくらく糸通し 広々ワークスペース 簡単下糸巻き

5台限定ブラザー
テディ55
ブラザー
テディ55

メーカー希望小売価格
オープン価格▶ 29,80029,80029,800 円円円29,80029,80029,800 円円円29,80029,80029,800 円円円（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

針上停止 下糸クイック ダブルLEDライト

らくらく糸通し 水平キープ 省エネ

5台限定ブラザー
N39-YS
ブラザー
N39-YS

メーカー希望小売価格
オープン価格▶ 27,80027,80027,800 円円円27,80027,80027,800 円円円27,80027,80027,800 円円円

（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

7枚送り歯 フリーアーム ゆっくりスタート

自動糸通し LEDライト 水平釜

5台限定ジャガー
D-008
ジャガー
D-008

メーカー希望小売価格　
129,800円（税込）▶59,80059,80059,800 円円円59,80059,80059,800 円円円59,80059,80059,800 円円円（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

ジューキ
HZL-K20
ジューキ
HZL-K20

5台限定

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 自動ボタン穴かがり

ジャノメ PE630ジャノメ PE630 5台限定
メーカー希望小売価格　

115,500円（税込）▶98,00098,00098,000 円円円98,00098,00098,000 円円円98,00098,00098,000 円円円
（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

重量／6.4kg

11

重量／10.6kgシンガー 
フェアリーランド9800DX
シンガー 
フェアリーランド9800DX

3台限定
メーカー希望小売価格　

360,800円（税込）▶店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価店頭大特価

はじめてさん
にも安心！
気軽にはじめる
4本ロック

はじめてさん
にも安心！
気軽にはじめる
4本ロック

5台限定

34,80034,80034,800円円円34,80034,80034,800円円円34,80034,80034,800円円円（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

ジューキ
MO-50eN
ジューキ
MO-50eN
メーカー希望小売価格

115,500円（税込）▶

シンガー
SG-13
シンガー
SG-13
メーカー希望小売価格　
オープン価格▶39,80039,80039,800 円円円39,80039,80039,800 円円円39,80039,80039,800 円円円（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

5台限定

7枚送り歯 フリーアーム スピード調整

水平全回転カマ 自動針穴糸通し 模様選択ダイヤル

ジャノメ JN508DX-2Bジャノメ JN508DX-2B

5台限定

サイズ／高さ282mm×幅385mm×奥行150mm
重　量／5.0kg 17,80017,80017,800円円円17,80017,80017,800円円円17,80017,80017,800円円円（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

厚物ぬい水平全回転カマ 自動糸通し器

軽量・シンプル・パワフル設計で
非常に使いやすいミシンです。
カラーも今人気のブラック。安
心のしっかり機能ミシン。

ブラザー  HS-102ブラザー  HS-102

5台限定

サイズ／高さ291mm×幅407mm×奥行170mm
重　量／4.5kg 18,80018,80018,800円円円18,80018,80018,800円円円18,80018,80018,800円円円（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

軽量・パワフル・見やすい液晶表
示。使いやすさと仕上がりに優
れたコンピューターミシンです。

シンガー
SN150DX
シンガー
SN150DX

3台限定

129,800
メーカー希望小売価格　

129,800円（税込）▶79,80079,80079,800 円円円79,80079,80079,800 円円円79,80079,80079,800 円円円
（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

重量／6.0kg

79,80079,80079,800円円円79,80079,80079,800円円円79,80079,80079,800円円円（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

LEDライト

広くなったボビンケース取出口

5台限定ブラザー
ヌーベル270
ブラザー
ヌーベル270

メーカー希望小売価格　
オープン価格▼

液晶ディスプレー 自動ボタン穴かがり 6枚送り歯


