
06表示価格はすべて消費税込みの価格です。000000 は商品コードです。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

カンタン＆かわいい
〈保存版〉通園通学スペシャルⅠ

ホビーラホビーレの
通園通学

毎年ご好評の通園通学コレクションを、

2ヶ月に渡ってお届けするスペシャル企画。

おすすめファブリックのほか、キットやパーツ類をご紹介。

お子様のために愛情いっぱいのハンドメイドをはじめましょう。

11月20日発売
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1　お花の刺しゅうとレースが可憐なレッスンバッグの材料キット。

3　バッグなどに縫い付けられるクロスステッチテープをハンドメイド。

2　ラメをプラスした星柄プリントでつくる、キュートなスモック。

5　３サイズのきんちゃく袋は、いろいろな持ち物の仕分けに便利。4　キュートな女の子には、香水瓶柄のランチセットがぴったり。

6 〜12　アイロン接着できるかわいいワッペンが各種そろっています。 15 〜23　持ち手テープやワッペン、ボタンなど、パーツ類もいろいろ。13、14　おしゃれな切り替えバッグは、進級時の新調用にもおすすめ。

24　お花のワッペンとレースをトッピングした、ラブリーなバッグ。 28　入園入学式にもおすすめ、先染めチェックのおめかしドレス。25 〜27　上品カラーの清楚な刺しゅうワッペン。レースは3 種セットです。

1
2
3

4

5

6

レッスンバッグ〈フラワー〉　Z ¥4,752　354548　約30 ×41 ×4㎝　＊イラスト：髙野紀子

こどものスモック〈長袖〉　H ¥1,080　700134　Z ¥2,808 （キッズ〈スター〉：1.3m）

クロスステッチテープ〈花と香水〉　Z ¥3,024　354549　（できあがり参考サイズ）

L：約7 ×41㎝　S：約7 ×22㎝　各2 枚分　＊バッグ別売　＊イラスト：平野明子

ランチセット〈トート型〉　Z ¥2,414 （RP：395011 使用）　ランチボックス入れ：約18 ×29

×12㎝　 コップ入れ：約17 ×15 ×6㎝ 　ランチマット：約40 ×40㎝

きんちゃく袋セット　Z ¥3,408 （RP：395007 使用）　L：約37 ×28㎝ 　M：約28 ×23㎝ 　

S：約20 ×14㎝

フェルトワッペンセット各種　¥2,808〜 / 袋

7
8
9
10
11
12
13

14

マークワッペン各種　¥864/ 袋

ラインワッペン各種　¥648〜 / 袋

刺しゅうワッペン各種　¥648〜 / 袋

フェルトワッペン各種　　¥432〜 / 袋

おなまえワッペン各種　¥1,080/ 袋

ミニおなまえワッペン各種　¥972/ 袋

シューズバッグ〈底側別布〉　Z ¥2,096 

（RP：395006 使用）　約26 ×22 ×8㎝

レッスンバッグ〈口側別布〉　Z ¥3,478

15
16
17
18
19
20
21
22

 （RP：395002 使用）　約30 ×41 ×4㎝

移動クリップ各種　¥432/ 袋

リネンカラーコード各種　¥162〜 /m

カラーラメ持ち手テープ各種　¥1,404/ 袋

持ち手テープ各種　¥648/m

プリント持ち手テープ各種　¥864/m

ボタンアソート各種　¥1,620/シート

ネームテープ各種　¥864/ 袋

リボンモチーフセット各種　¥864/ 袋

23
24

25
26
27
28

タオルワッペン各種　¥1,026/ 袋

レッスンバッグ〈基本形〉・ワッペン&レースつき　
Z ¥5,228 （RP：395001 使用）　約30 ×41 ×4㎝

フラワー刺しゅうワッペン各種　¥918〜 / 袋

刺しゅうワッペン各種　¥648〜 / 袋

モチーフレースアソート各種　¥1,728〜 / 袋

こどものアンプルワンピー ス　H ¥1,080　700136　

Z ¥4,029 （チェックコレクション〈オーバーチェック〉：

1.3m　貝ボタン13㎜：1コ）

For
Girls
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＊レッスンバッグ・シューズバッグ別売
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女の子が大好きなリボンやフラワーなど
愛らしいモチーフのアイテムをラインナップ！

後ろ側には
ワンポイントが
入ります
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30　かぶりタイプのスモックは着るのも着せるのもラクチン。

31　テープはレッスンバッグ、シューズバッグとも両面につけられます。

29　持ち手つきでフックにかけやすいきんちゃく袋。

33　くるま柄のきんちゃく袋セットで、おかたづけを楽しい時間に。32　楽しいお弁当タイムのための、きんちゃく袋型のランチセット。

34 〜41　各種ワッペンは男の子の大好きなモチーフが揃っています。 44 ~ 50　オリジナルの便利パーツが、カンタン手づくりをお手伝い。42、43　ペアでつくってあげたい、チェックと無地の配色がポイントのバッグ。

51　基本のレッスンバッグにフェルトワッペンセットをトッピング。 53、54　 一枚仕立てのキルティングバッグは、初心者にもおすすめ。52　自由にレイアウトできるのが楽しいフェルトワッペンセット。

表示価格はすべて消費税込みの価格です。000000 は商品コードです。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

29
30
31

32

33

34

持ち手付きんちゃく袋〈基本形〉　Z ¥2,744 （RP：395008 使用）　約34 ×30㎝

こどものスモック〈長袖〉　H ¥1,080　700134　Z ¥2,808 （キッズ〈スター〉：1.3m）

クロスステッチテープ〈スポーツカー〉　Z ¥3,024　354550　（できあがり参考サイズ）

L：約7 ×41㎝　S：約7 ×22㎝　各2 枚分　＊バッグ別売　＊イラスト：平野明子

ランチセット〈きんちゃく型〉　Z ¥2,657 （RP：395010 使用）　ランチボックス入れ：

約18 ×29 ×12㎝　コップ入れ：約17 ×15 ×6㎝ 　ランチマット：約40 ×40㎝

きんちゃく袋セット　Z ¥3,408 （RP：395007 使用）　L：約37 ×28㎝　M：約28 ×

23㎝　S：約20 ×14㎝

アイロンアップリケ各種　¥1,080/ 袋

35
36
37
38
39
40
41
42

ラインワッペン各種　¥648〜 / 袋

おなまえワッペン各種　¥1,080/ 袋

フェルトワッペン各種　¥432〜 / 袋

ミニおなまえワッペン各種　¥972/ 袋

マークワッペン各種　¥864/ 袋

アップリケワッペン各種　¥3,456/ 枚

刺しゅうワッペン各種　¥648〜 / 袋

レッスンバッグ〈口側別布〉　Z ¥3,478 

（RP：395002 使用）　約30 ×41 ×4㎝

43

44
45
46
47
48
49
50

シューズバッグ〈底側別布〉　Z ¥2,096 

（RP：395006 使用）　約26 ×22 ×8㎝

持ち手テープ各種　¥648/m

プリント持ち手テープ各種　¥864/m

移動クリップ各種　¥432/ 袋

リネンカラーコード各種　¥162〜 /m

ネームテープ各種　¥864/ 袋

ボタンアソート各種　¥1,620/シート

タオルワッペン各種　¥1,026/ 袋

51

52
53

54

レッスンバッグ〈基本形〉･フェルトワッペンセットつき　

Z ¥5,768 （RP：395001 使用）　約30 ×41 ×4㎝

フェルトワッペンセット各種　¥2,808〜 / 袋

キルティングのレッスンバッグ　Z ¥2,312 

（RP：395014 使用）　約29 ×41 ×4㎝

キルティングのシューズバッグ　Z ¥1,988 

（RP：395015 使用）　約26 ×22 ×8㎝

For
Boys

＊レッスンバッグ・シューズバッグ別売
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男の子のためのカッコイイ乗りものや恐竜
などをモチーフにしたアイテムが大集合！
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315729 315730 315731

香水瓶とジュエリー柄のプリント。シルバーのラメプリント入り。イラスト：平野明子

¥2,160/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　11 月20 日発売 
■キッズ〈パフューム〉

314721 314723

女の子が大好きなリボンとハートをプリントしたキュートで愛らしい柄。

¥1,944/m　約110cm 幅　［綿100%］　日本製　発売中
■プチモチーフコレクション〈リボン＆ハート〉

314731 314732 314733

男の子が夢中になる乗り物を、線路や道路と一緒に表現しました。イラスト：平野明子

¥1,944/m　約110cm 幅　［綿100%］　日本製　発売中
■キッズプリント〈のりもの〉

314726 314727 314728 314729

カラフルな手描き風のドットを全面に散らした柄。

¥1,944/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　発売中
■プチモチーフコレクション〈ドット〉

310911

4026 2122 3620

310912 310913

NEW 315724 NEW 315725 

特別な染色により片面は均一に、もう片面は手染め風のかすれがあるのが特徴の定番ファブリック。

¥1,944/m　106 〜108cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　発売中
（ NEW のみ11 月20 日発売 ）

■スラブコットン

312414

311004 311005 312415 311006 311007 312416

防汚加工を施した、先染めのベーシックなギンガムチェック。

¥2,160/m　約112 〜114cm 幅　［ 綿100% ］　日本製 発売中
■チェックコレクション〈チェック〉

311000 311001 312413 311002 311003

防汚加工を施した、先染めのベーシックなストライプ。

¥2,160/m　約112 〜114cm 幅　［ 綿100% ］　日本製 発売中 
■チェックコレクション〈ストライプ〉

Q キルティング　 ¥3,240/m　106 〜108cm 幅　［ 表裏生地 : 綿100%　中綿 : ポリエステル100% ］　日本製　11 月20 日発売
C キルティングカットパック　 ¥1,620/ 個　106 〜108cm 幅×約50cm パック　［ 表裏生地 : 綿100%　中綿 : ポリエステル100% ］　日本製　11月20日発売

Q ¥3,024/m　約104 〜106cm 幅　［ 表裏生地 : 綿100%　中綿 : ポリエステル100% ］　日本製　11 月20 日発売
■スラブコットンキルティング

■キッズキルティング

〈パフューム〉 〈スポーツカー〉 〈くるま〉 〈スター〉

315743Q

310914Q 310915Q 18811Q 18812Q

315744Q
315756C

315745Q
315757C

315746Q
315758C

315759C 315749Q
315761C

315762C 315764C 315765C

315732 315733 315734

サーキット場で活躍するスポーツカーを全面にプリントしました。イラスト：平野明子

¥2,160/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　11 月20 日発売 
■キッズ〈スポーツカー〉

315726 315727 315728

防汚加工を施した綾織の先染めチェック。ホビーラホビーレオリジナルのチェック柄です。

¥3,024/m　約112cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　11 月20 日発売 
■チェックコレクション〈オーバーチェック〉

315735 315736 315737

ポップでカラフルな自動車を並べたプリント。イラスト：平野明子

¥2,160/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　11 月20 日発売 
■キッズ〈くるま〉

315738 315741 315742315739 315740

満天の星空がモチーフのラメ入りプリント。

¥2,160/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　11 月20 日発売 
■キッズ〈スター〉

通園通学のグッズにおすすめ！
ホビーラホビーレのファブリックコレクション

ホビーラホビーレのファブリックコレクションは、なんと言っ

てもカラーコーディネーションが魅力。 プリントやチェック

は無地のスラブコットンとマッチするよう、色と柄サイズにとことんこだわりました。 女の子は「お

しゃれ♪ 」、男の子は「 かっこいい！」がテーマ。可愛くなり過ぎないようにモチーフを繊細に描

きました。 リアリティを追求した〈スポーツカー〉の車内にはドライバーが乗っていたりするので、

ぜひ探してみてください。 手づくりの通園通学グッズがお子様の心に残るものになりますように。

プランナーからのメッセージ
Message from planner


