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通園通学コレクションを
2ヶ月に渡ってお届けする
スペシャル企画の第二弾。
これから準備をはじめる
働くママや初心者にも優しい

キットやパーツを豊富に取りそろえました。

発売中

カンタン＆かわいい
ホビーラホビーレの

通園通学

〈保存版〉通園通学スペシャルⅡ
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13　お花やハーブの刺しゅうがかわいいバッグ。12　花や車をクロスステッチしてテープに仕立てます。11　大きな前ポケット付きの着やすいスモック。

通園通学グッズを
つくりましょう！
おすすめファブリックでつくる布小物は、
親切なレシピ付き。お子様と楽しく選びましょう。

1
2
3
4
5
6

レッスンバッグ〈基本形〉　Z ¥2,528 （RP：395001 使用）　約30 ×41 ×4㎝

レッスンバッグ〈口側別布〉　Z ¥3,478 （RP：395002 使用）　約30 ×41 ×4㎝

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㎝

シューズバッグ　〈基本形〉　Z ¥1,750 （RP：395004 使用）　約26 ×22 ×8㎝

シューズバッグ〈底側別布〉　Z ¥2,096 （RP：395006 使用）　約26 ×22 ×8㎝

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㎝

7
8

9

10

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

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㎝

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㎝　 

11
12

13

S：約20 ×14㎝

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　Z 各 ¥3,024　〈花と香水〉354549　〈スポーツカー〉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

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

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3
2

7　持ち手 付きんちゃく袋

持ち手付きで使いやすい

きんちゃく袋。

10　きんちゃく袋セット

新柄３配色でつくる３サイ

ズのきんちゃく袋。8、9　ランチセット

ランチボックス入れはトート

バッグ型ときんちゃく型の２種。

＊レッスンバッグ別売

■キッズ　発売中
¥2,160/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］
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
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

315732 315733 315734

サーキット場で活躍するスポーツカーをプリント。イラスト：平野明子
〈スポーツカー〉

315746Q
315758C

315759C

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
〈くるま〉

315749Q
315761C

315762C

315738

315741 315742

315739 315740

満天の星空がモチーフのラメ入りプリント。

〈スター〉

315764C

315765C

315726 315727 315728

防汚加工を施した綾織の先染めチェック。

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

NEW 315724

NEW 315725 4026 2122 3620

310911 310912 310913

爽やかな新色がそろった人気素材。バッグの土台布などに最適。

¥1,944/m　106 〜108cm 幅　［ 綿100% ］　日本製
Q キルティング　¥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

■スラブコットン　発売中

310914Q 310915Q

18811Q 18812Q

315729 315730 315731

香水瓶とジュエリーの柄。シルバーのラメプリント入り。イラスト：平野明子
〈パフューム〉

315743Q 315744Q
315756C

315745Q
315757C

1 〜6　レッスンバッグ・

シューズバッグ

無地、別布使い、キル

ティングの３種類。
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ワッペンやボタンで
楽しく演出！

便利で手軽なワッペンセット

かわいいワッペンやパーツを使えば、
アレンジ簡単。お名前つけグッズもいろいろ。

ワッペンやパーツ選びに迷ったら、人気モチーフをミックスした
セットがおすすめ。自由に配置して接着すれば完成です。

24 ~ 26　清楚なワッペンやレースは、上品な小物づくりに。 37、38　便利な縫製済みバッグ。シューズバッグも各種ございます。27 〜36　テープ類やボタンなど、オリジナルのパーツ類も豊富にご用意。

14 ~ 23　女の子や男の子が大好きなモチーフのワッペンは、アイロンで接着することができます。

14
15
16
17
18
19

アップリケワッペン各種　¥3,456/ 枚

フェルトワッペン各種　¥432〜 / 袋

刺しゅうワッペン各種　¥648〜 / 袋

マークワッペン各種　¥864/ 袋

ラインワッペン各種　¥648〜 / 袋

おなまえワッペン各種　¥1,080/ 袋

20
21
22
23
24
25

ミニおなまえワッペン各種　¥972/ 袋

リボンモチーフセット各種　¥864〜 / 袋

モチーフレース･アソート各種　¥1,728〜 / 袋

アイロンアップリケ各種　¥1,080〜 / 袋

刺しゅうワッペン各種　¥648〜 / 袋

レース風ワッペン各種　¥648/ 袋

26
27
28
29
30
31

フラワー刺しゅうワッペン各種　¥918〜 / 袋

持ち手テープ各種　¥648/m

カラーラメ持ち手テープ各種　¥1,404/ 袋

プリント持ち手テープ各種　¥864/m

リネンカラーコード各種　¥162〜 /m

リボンセット各種　¥810/ 袋

32
33
34
35
36
37

ネームテープ各種　¥864/ 袋

ボタンアソート各種　¥1,620/シート

安全ピン〈マーブル〉　¥270/ 袋

移動クリップ各種　¥432/ 袋

タオルワッペン各種　¥1,026/ 袋

レッスンバッグ（製品）各種　¥3,672〜

38
39

シューズバッグ（製品）各種　¥2,916〜

フェルトワッペンセット各種　¥2,808〜 / 袋

通園通学が楽しくなるよう

なキャラクターやモチーフを

提案しています。自分のものが一目でわかるように同じモチーフを

使用するのがおすすめ。ワッペン類はアイロン接着タイプですので

簡単につけられます。レースやリボン、ボタンを組み合わせればア

レンジの幅が広がります。 ぜひお気に入りを見つけてくださいね。 

プランナーからのメッセージ
Message from planner
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〈バレリーナⅣ〉460478

〈恐竜Ⅳ〉460479〈電車Ⅱ〉460480

〈スポーツカー〉460902

＊レッスンバッグ別売

〈ニーナとともだち〉460462

〈クルマⅡ〉459554

〈ネコ&ウサギⅡ〉460233

〈新幹線〉459555

〈バレリーナⅢ〉460232

〈恐竜Ⅲ〉460231
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ホビーラホビーレオリジナルミシン

通園通学グッズオーダー承り中！

通園通学アイテムの手づくりをバックアップするオリジナルミシンをご紹介。
ちょっとひと手間かけるだけでプロ級の仕上がりが実現する本格的な機種から、
使いやすいコンパクトなものまで、３種類の多機能ミシンをご用意しています。

ホビーラホビーレでは通園通学に必要なグッズのオーダーを承っています。
店内のお好きなファブリックやパーツをお選びいただき、ご指定のサイズでお仕立てします。
型の種類や素材の選び方、トッピングのアイデアなど、スタッフがていねいにアドバイスいたします。

手づくりの幅がぐんと広がるコンピュータミシン！
コンピューターミシン　503006　￥77,760

複雑な糸かけがシンプルに！
ロックミシンⅡ　503106　￥34,560

ソーイング初心者の方にもおすすめ
シンプルデザイン＆カンタン操作！
オリジナルミシンⅡ　503104　￥41,040本体サイズ：幅44cm　奥行き20cm　高さ29.2cm

本体重量：約7.3kg

●模様縫いが充実！ソーイングに便利な縁かがり、ボタンホールなどの縫い目や
　アルファベット、ひらがな文字など284 種類搭載　
●縫い目や作業の状態がひとめでわかる液晶ディスプレイ　
●手元とワークスペース２箇所についた LEDツインライトで、手元が明るい！　
●生地の厚さにあわせて押え金の圧力が調節できる、押え圧力調節ダイヤル付き　
●自動糸調子機能で、厚手から薄地素材まできれいに縫える　
●針穴糸通しガイドつきで糸通しもカンタン！　
●13 種類の便利なアタッチメント付き　
●収納に便利なコードリール式電源コード　
●フットコントローラー、ワイドテーブル、ハードケース付き　
●3 年間保証付き

本体サイズ：幅28.5cm　奥行き28.5cm　高さ29.5cm
本体重量：約5.5kg

●4 色に色分けされた糸道案内でカンタン糸かけ
●伸縮調整ダイヤルつきでフラットな仕上がり
●筒縫いに便利なフリーアーム
●カバーが開いている時は作動しない安全スイッチつき
●手元を明るく照らすライトつき
●地縫いと縁かがりが同時にできる4 本ロック
●手元カバーが開いてお掃除ラクラク
●フットコントローラー、ソフトカバー付き
●1 年間保証付き

本体サイズ：幅38.2cm　奥行き17.5cm　高さ28.5cm
本体重量：約5.5kg

●直線縫い、ジグザグ縫い、ボタンホールなどソーイングの
　基本的な機能を搭載
●自動糸調子機能で厚地から薄地まで、きれいに縫える
●スピードは手元のレバーで調節
●カンタン針穴糸通し器付き
●7 種類の便利なアタッチメント付き
●広いワークスペースで手元が見やすい
●フットコントローラー、ワイドテーブル、ハードケース付き
●3 年間保証付き

材料は店内からお好きなものをお選びいただけます。おすすめ素材に
ついてはご相談ください。
通常のお仕立て期間はご注文日より約５週間です。
ご注文後の変更 ･キャンセルはできません。
ご指定の仕様やサイズが分かる資料がありましたらお持ちください。
仕上がりサイズは手づくりのため0.5〜1cm の差が生じる場合があります。
オーダー可能なアイテムは店舗により異なります。詳しくはスタッフまで
お問い合わせください。

●

●
●
●
●
●

きんちゃく

（裏なし）…￥3,132
（裏つき）…￥3,456

ランチョンマット

（裏なし・裏つき）…￥2,052

カンタンにお名前を入れ
られる刺しゅう機能つき

POINT

わかりやすい
液晶ディスプレイ

POINT

手さげ袋

（裏なし）…￥4,104
（裏つき）…￥4,752

加工代
手さげ袋（裏つき）…￥4,752
ワッペンつけ（手まつり）…￥540

材料代（ヨコ40㎝×タテ30㎝の手さげ袋の場合）
表布…￥972　裏布…¥1,080 　ワッペン…¥1,080

・ワッペンつけ…￥540
  （手まつり・1 枚）

・レースつけ…￥324
  （1 本・〜1mまで）

・ポケットつけ （1 枚）…￥756
・お名前ししゅう…￥1,944
 （１行・材料費込）

くつ袋

（裏なし）…￥4,104
（裏つき）…￥4,752

①アイテムとサイズを決める ②材料を決める ③ご注文 ④完成品お渡し

約5週間

オーダー価格…￥8,424

オーダーアイテム例
トッピング例

手さげ袋（裏つき）
＋

ワッペンつけの
オーダー例 


