
商品名 旧価格(税込み) 新価格(税込み)

40コンパス（ノリヌキ） ¥638 /m ¥748 /m

スラブコットン 全色 ¥2,200 /m ¥2,420 /m

スラブコットン・キルティング 全色 ¥3,300 /m ¥3,520 /m

ハーフリネンⅡ ¥2,970 /m ¥3,190 /m

ファインスケア 全色 ¥1,320 /m ¥1,540 /m

ファインローンコレクション 全色 ¥2,200 /m ¥2,420 /m

ヴィオラのブックカバー＜パープル＞ ¥3,080 ¥3,300

ヴィオラのブックカバー＜ピンク＞ ¥3,080 ¥3,300

ヴィオラのフレーム ¥7,480 ¥8,250

ヴィオラのフレーム＜パープル＞ ¥4,180 ¥5,280

ヴィオラのフレーム＜ピンク＞ ¥4,180 ¥5,280

ヴィオラのミニフレーム＜パープル＞ ¥2,420 ¥3,520

ヴィオラのミニフレーム＜ピンク＞ ¥2,420 ¥3,520

ヴィオラのミニフレーム＜ミックス＞ ¥2,420 ¥3,520

ウェルカムフレーム＜ローズ＆ジャスミン＞ ¥8,250 ¥9,020

バラのアーチのフレーム ¥5,280 ¥6,930

ブックカバー＜アンの帽子＞ ¥3,080 ¥3,300

ブックカバー＜ローズガーデン＞ ¥3,080 ¥3,300

ブライダルベア＜和装＞ ¥8,360 ¥10,010

フレーム＜グリーンゲイブルズの木＞ ¥3,300 ¥3,850

フレーム＜コッツウォルズの家＞ ¥5,500 ¥6,930

フレーム＜コッツウォルズの花＞ ¥3,740 ¥4,180

フレーム＜コッツウォルズの丘＞ ¥3,520 ¥3,850

フレーム＜コテージガーデン＞ ¥7,920 ¥8,250

フレーム＜ちいさな仲間たち＞ ¥4,400 ¥5,280

フレーム＜フラワーリース＞ ¥4,180 ¥5,060

フレーム＜フロムマイガーデン＞ ¥3,520 ¥4,180

フレーム＜フロムマイガーデンⅡ＞ ¥3,520 ¥4,180

フレーム＜リトルガーデン＞ ¥3,740 ¥4,180

フレーム＜ローズガーデン＞ ¥7,920 ¥8,250

フレーム＜庭図鑑＞ ¥3,740 ¥4,180

長年ご好評をいただいております下記商品につきまして、原油価格高止まりの影響を受け、

 情報更新日：2022年4月28日（木）

価格改定のお知らせ

　 　 　 　 （その商品を含む材料セット、及び完成品とそのオーダーの価格も改定となります。）

繊維、樹脂原材料、包装資材、輸送費等の高騰、そして継続的な上昇が続いているため

従来の販売価格でのご提供が困難となり、商品価格を改定させていただくことになりました。

お客様にはご負担とご迷惑をおかけいたします分、より一層のサービス向上に努めて参ります。

何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

ホビーラホビーレは、これからもすべての方の手作りをたのしむ気持ちを後押しできるよう努力してまいりますので、

どうぞ変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。

　 　 　 　  【価格改定日】 2022年6月1日(水)

　 　 　 　  ※オンラインショップは10:00以降のご注文に適用



商品名 旧価格(税込み) 新価格(税込み)

ホームスィートホームのフレーム ¥7,920 ¥8,250

ホワイトローズのリングピロー ¥5,280 ¥5,500

ミニフレーム＜アンのブーツ＞ ¥2,640 ¥3,520

ミニフレーム＜アンの帽子＞ ¥2,640 ¥3,520

ミニフレーム＜ヴィオラのバスケット＞ ¥2,420 ¥3,520

ミニフレーム＜ガーデンブーケ＞ ¥2,420 ¥3,520

ミニフレーム＜スイートピーのブーケ＞ ¥2,640 ¥3,520

ミニフレーム＜すみれのブーケ＞ ¥2,640 ¥3,520

ミニフレーム＜フラワーリース＞ ¥2,860 ¥3,520

ミニフレーム＜リトルガーデン＞ ¥2,860 ¥3,520

ミニフレーム＜ローズ＞ ¥2,640 ¥3,520

ミニフレーム＜ローズのバスケット＞ ¥2,640 ¥3,520

メドゥガーデンのフレーム ¥7,480 ¥8,250

メドゥのブックカバー＜ピンク＞ ¥3,080 ¥3,300

メドゥのブックカバー＜ブルー＞ ¥3,080 ¥3,300

メドゥのフレーム・ピンクガーデン ¥4,180 ¥5,280

メドゥのフレーム・ブルーガーデン ¥4,180 ¥5,280

リネンのウェルカムフレーム ¥8,250 ¥8,580

ローズのボーダーガーデンフレーム ¥3,520 ¥4,180

窓辺のフレーム ¥5,280 ¥6,930

庭図鑑のフレーム＜コレクション＞ ¥7,480 ¥8,250

庭図鑑のフレーム＜フラワー＞ ¥4,180 ¥5,280

ウールキュート ¥330 ¥363

ウールキュートプチ ¥132 ¥154

ベビーパレット ¥924 ¥957

ベビーパレット（グラデーション） ¥1,320 ¥1,353

ウッドハンドル丸12cm ¥1,980 ¥2,090

ウッドハンドル丸14cm ¥2,420 ¥2,970

キャンディ口金12cm ¥1,540 ¥1,760

シュガー口金12㎝ ¥1,540 ¥1,870

フラワー口金12㎝ ¥1,760 ¥1,870

ベンリー口金16cm ¥2,420 ¥2,640

ベンリー口金24cm ¥2,750 ¥2,970

マーブルベンリー口金24cm ¥3,080 ¥3,300

マーブル口金10㎝ ¥1,320 ¥1,540

マーブル口金12㎝ ¥1,540 ¥1,650

メガネ型口金 ¥2,090 ¥2,310

本革ネジカシメ持ち手 ¥2,200 ¥2,420

本革リング持ち手 ¥2,640 ¥3,190

本革持ち手 ¥1,980 ¥2,090

ストールピン ¥770 ¥990

刺し子布 全柄 ¥440 ¥495

刺し子（色地） 全柄 ¥638 ¥704

刺し子クロス 全柄 ¥1,100 ¥1,210

刺し子糸単色 全色 ¥220 ¥275

刺し子糸ぼかし 全色 ¥330 ¥418

刺し子糸 ぼかし15色セット ¥4,950 ¥6,270

刺し子糸缶セット ¥3,960 ¥4,620

刺し子糸缶セット＜ぼかし＞ ¥4,620 ¥5,280

刺し子布（キャラクター） ¥550 ¥605

エンブロイダリースレダー ¥880 ¥935

クラフトコード丸1.3mm ¥583 ¥638

ステンレスハサミSR-240 ¥4,620 ¥6,380

スナップ7mm～10mm ¥275 ¥330

スレダープチカット ¥495 ¥528



商品名 旧価格(税込み) 新価格(税込み)

なわあみ針 ¥440 ¥462

フェルトパンチャー ¥990 ¥1,100

フリーステッチングニードル ¥1,210 ¥1,320

ボンド手芸用 ¥308 ¥330

マジックテープ ¥220 ¥253

リッパー ¥440 ¥462

刺しゅう糸アンカーストランテッドコットン 全色 ¥110 ¥121

糸切りはさみブラック ¥1,045 ¥1,100

編みだし糸 ¥363 ¥440

棒針キャップL ¥495 ¥528

棒針キャップS ¥440 ¥462

スナップ12mm・14mm ¥242 ¥330

スナップ17mm・21mm ¥242 ¥495

刺しゅう枠12㎝ ¥1,100 ¥1,265

刺しゅう枠18㎝ ¥1,100 ¥1,430

刺しゅう枠15㎝ ¥1,100 ¥1,375

刺しゅう糸セット ¥1,430 ¥1,540

刺しゅう糸セット ¥2,310 ¥2,530

ゼッケン ¥308 ¥352

伸びるゼッケン ¥308 ¥352

刺しゅう糸缶セットⅣ ¥5,940 ¥6,270

スライド式ソーイングボックス ¥19,800 ¥21,450

スライド式刺しゅう糸ボックス ¥14,300 ¥15,950

スライド式刺しゅう糸ボックスセット ¥20,680 ¥21,230

重ねて使える道具箱 ¥15,400 ¥17,050

木製フレーム13cm角 ¥1,980 ¥2,200

木製フレーム18cm角 ¥2,310 ¥2,530

モチーフクロス＜アリス＞応用クロス ¥4,290 ¥4,367

株式会社ホビーラホビーレ

電話：0570-037-030(代)

E-mail：marketing@hobbyra-hobbyre.com


