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大人気柄のゴブラン生地がついに入荷しました。

鹿児島のレザークラフターさん。
お待たせしました!!

なんと糸がこれまで以上に綺麗に通っている

衣類のタグには洗濯表示が記載されています。
このマークのどれかが付いていれば「サンベッ
ク」で洗えます。

デスクスレダー
ピンク・ブラック

※店舗により取り扱いが異なります。詳しくは各店へお問い合わせください。

2∕2∕1616 ▶▶

店内全商品店内全商品

モリスの代表作「いちご泥棒」のゴブラン生地がついに入荷
いたしました。合わせ鏡のようなシンメトリーのパターン
と、上質なトーン配色。１世紀以上たった今も皆様に根強く
愛され続けている作品です。
「手芸のまきの」ではこのゴブラン生地を もお求めやす
く、一番使いやすい様、裁断位置を絶妙に調整しカット商品
を作成いたしました。

手芸のまきのは今年で９４周年。これまで支え手芸のまきのは今年で９４周年。これまで支え
てくださった皆様に心より感謝申し上げます。てくださった皆様に心より感謝申し上げます。

お得なお得な

５⽇間!５⽇間!2020

通常価格 3,680円▶ 2,994円2,994円

さらにスペシャル特価商品もさらにスペシャル特価商品も
多数ご用意しております。多数ご用意しております。

※次回入荷は未定です。お求め忘れのないようご注意ください。
　長尺をお求めの際は、天文館店にてスタッフまでお声掛けください。

◀カット商品A
約140㎝×60㎝

◀カット商品B
約140㎝×60㎝

これまで黒・茶ばかりのご提案で申し訳ありませんでした。
この度、手芸のまきのはイタリアより美しい「牛クロムなめし」
を仕入れました。厳選されたカラーはどれも絶妙な色合いばかり
です。是非この革を使って素敵な作品作りを楽しんで頂ければ幸
いです。
　●写真左から（ ライトサックス / ローズクオーツ / モカ ）

大人気糸通し器のニューアイテム!!
デザイン性もアップし、さらに糸通し機能も向上された新商品!!

通常価格 2,090円▶ 1,672円1,672円

糸通しが楽になると、裁縫はもっと楽しくなりますよね。

おしゃれ着洗いはサンベック!!

ダイヤ　サンベック ニュードライ 1㎏

通常価格 6,600円▶ 4,940円4,940円

羊毛フェルトで作るコロコロねこ

羊毛キット　ネコ（たまご）

通常価格 1,100円▶ 880円880円

ちょっとぶさいくに作ると

かわいさがアップします。

※店舗によって取扱いが異なります。

材料はもちろん、ニードル、マットに加えてストラップまで入っている
とってもお得なセットです。すぐに作り始められるから便利。

にゃ～

牛クロムなめし　made in ITALY

通常価格 264円/1ds▶ 212円/1ds212円/1ds

フルカラーでかなり詳しく

洗い方を記載した「お洗濯

ガイドブック」がついてい

るから安心です。

刺しゅう？ 羊毛？ 羊毛刺しゅう!!
ついに入荷しました！ハイブリット手芸アイテム「羊毛刺しゅう」

羊毛刺しゅうキット
通常価格 2,100円▼

1,680円1,680円

羊毛材料はもちろん、ニードル、マッ
ト、図案入りフェルト、刺しゅう枠ま
で入った豪華セットになっています。

フェルトに”サクサク”と刺す

音がなんとも癒しのサウンド

なんです。この手芸は癖にな

りそうな予感です。

モチーフが自在に付け替え可能!!
気分や洋服のコーディネイトに合わせてモチーフ
を簡単に取り変えられたら便利ですよね。
でもモチーフは一度縫い付けると、外したり場所
を変えたりするのは面倒。
そんな時、「ニット用ソフトピン」を使えば簡単
に取り外しや移動ができるんです。

ニット用ソフトピン

通常価格 1,078円▶ 863円863円

なるほど。ソフトピンをモチーフに縫い付けて、専用のキャッチで止める仕組みなのね。

※店舗によって取扱いが異なります。

※店舗によって取扱いが異なります。



SEIWA トコノール 120ｇ

使いやすさNo.1定規はコレ!!

通常価格 1,210円▼

894円894円

クロバー 方眼定規 50㎝ 

ここがポイント。濃い布の上

でも目盛りがよく見える。

まだ持ってない方!! 是非この機会に!

通常価格 1,705円▼

1,194円1,194円

ロータリーカッター
４５ｍｍ

通常価格 1,210円▼

894円894円

ロータリーカッター
２８ｍｍ

回転の軽さ調整が魅力のロータリー

カッター。なんと左利きにも対応可

能な商品なんです。

この価格は見逃せません。

洋裁はさみ迷ったらコレ!!

まきの手芸教室やレンタル工房で
も大活躍中のはさみ

60個入ってこのお値段!!

694円694円
カラフルクリップアソートボックス

かわいいおさかなタイプもあるよ

通常価格 880円▼

594円594円

河口 アイロンクリーナー

お使いのアイロン綺麗ですか？

394円/1個394円/1個
通常価格 660円▼

ハイスパンロックミシン糸
＃90×1500ｍ巻

今や裁縫道具の必須アイテム!!
レースやリボンなど細かい装飾を付けたい時にとっても使いやすく
て便利です。その接着力はかなり強力で小物のみならずバッグも作
成可能です。アイロンを使えばより速く、強力に接着できます。
忙しい時、簡単な裾上げなどは「裁ほう上手」におまかせ。
洗濯・ドライクリーニングも可能です。

通常価格 550円▼

394円394円

コニシ 裁ほう上手 17ｇ
通常価格 990円▼

594円594円

コニシ 裁ほう上手 45ｇ

剥がれたワッペンや裾上げにも

使えてとっても便利。

９４周年記念特価!!
感謝の気持ちを込めて特別な記念価格商品をご用意しました。

「作るって楽しい」　HANDMADE　 WITH　MAKINO

これは魔法の商品です!!
まきのスタッフが絶賛！
うっかり袖についた醤油がびっく
りするほど綺麗に消えます。
バックに忍ばせて、友達を驚かせ
てあげてください。
シミ消しアイテムNo1です。

通常価格 605円▶394円394円
河口 シミ・キエール

通常価格 660円▼

494円494円

一般の接着剤と違い、使用箇所が固くなったり、白くなったり、
色が変わったりしないのが特徴です。
リボン・テープなどの端処理やボタンホール、ボタン付け糸のほ
どけ防止や補強に使用します。
ほどけやすい生地のカット面や刺�の端処理(広い範囲はおすすめ
しません)、ストッキングなどの伝線止めにも使えます。
洋服から糸が飛び出してきたら「ピケ」の出番です。早めの処理
が大切なあなたのお洋服を長持ちさせます。
この「ピケ」のスゴイところはなんと水洗いやドライクリーニン
グもOKなんです。

ほつれ止めって何に使えるの？

394円394円

Sサイズ 革ハギレ
約 30㎝角

革ハギレが記念特価!!

通常価格 1,980円▼

1,294円1,294円

カットワークはさみ
115

ハサミってどれを買えばいいの？
結局どれが一番使いやすいの？切れ
味がよくて、軽くて、錆びにくい。
（お手入れが楽）
「手芸のまきの」が自信をもってお
すすめするハサミはこれ。
「クロバーのパッチワークはさみ”ボ
ルドー”200」

通常価格 4,730円▼

2,940円2,940円

クロバー　ボルドー２００

通常価格 660円▶ 394円394円
河口 ほつれ止め ピケ

ステッチに美しさを
ほつれない糸とは何か。MBT糸は
インボンド加工（糸の中心を接着
加工）することにより毛羽立ちが
なく表面が滑らかです。撚り戻り
しないので糸がきれいなまま縫い
進めることができます。
「手芸のまきの」が自信をもって
オススメする革用糸です。

通常価格 858円▶ 694円694円

ビニモMBT ＃１
60ｍ巻

違いのわかるあなたへ
創業100年を超える日本の老舗糸メーカー。その信頼
と品質は確かなものです。時間をかけて手作りする大
切なものにはやはり高品質な糸が欠かせませんよね。

ど定番の仕上剤はコレ!!

３つの機能が１つに集約!!
しるし付け用
サンドペーパー

目盛り付きのカッティングマット

開いて大きく使える

アイロン台(48×30㎝)

通常価格 5,500円▶ 3,940円3,940円
パッチワークボード マルチ ピンク

手芸用途問わず１本は持って
おきたい一品。
刃先の細さと切れ味が魅力。
115サイズが絶妙に使いやす
い商品となっています。

洋裁はさみ迷ったらコレ!!

レザークラフトでは革の裏面を「床(トコ)」といいます。
この裏面のザラザラを綺麗に磨くことを「トコ磨き」といい
ます。このトコノールはトコの毛羽立ちを抑え、ツヤをだす
ことができる床面のど定番の仕上剤なのです。

安い革ハギレをお求めのお客様。なんと記念特価に
合わせて3９４円にてご奉仕致します。
30㎝角だから使い方いろいろ。中には掘り出し物
のレア革もあるかも。このチャンスお見逃しなく。

通常価格 968円▶

刺しゅうをはじめたい!! まずは何から？
2023年新しい趣味をはじめたいあなたへ。
フランス刺�はいかがでしょうか。
こちらのキットは、「針、糸、図案付布」が
全部入っています。もちろん説明書付。
手先を動かすことで脳も活性化。
ゆっくりと刺�の時間楽しむなんて素敵なラ
イフスタイルですね。

通常価格 495円▼

394円394円

オリムパス フランス刺�基本縫10型

通常価格 1,045円▼

594円594円

接着芯地 織芯タイプ
普通地用

サイズ：92㎝ × 1M

襟や前立てなどお洋服づくりの際に
よく使う織芯タイプの接着芯です。
あると便利な普通地タイプを記念特
価プライスにて。パッケージされて
いるからストックするには便利。

ストックしておきたい商品!!

洗濯にも強い強力接着が魅力!



通常価格より

ハネアゲルーペ

入園・入学の準備は「まきの」がお手伝い

無料レシピ
配布中!!

忙しい方必見!!
※スタッフ手作りの入園入学作品も販売しています。

レッスンバッグ ・ シューズバッグ 
 ナップサック 

お弁当袋 ・ 巾着袋（コップ入れ）

ビーズ・アクセサリー資材ビーズ・アクセサリー資材

つまみ細工
ちりめん細工

毛糸・編み物用品 服飾ボタン

アウトレット

ブランド生地

ミシン各種
入園入学グッズのご準備に♪

ブランドリボン
MOKUBA

通常価格より

マリメッコ・ソレイアードなど

通販サイト「まきの手芸便」同時開催！

九州圏内、送料一律！

１９８円（税込）＆全商品2割引！

手芸のまきの オリジナル生地　「M fabric(エムファブリック）」

大好評販売中!!　楽天市場店に今すぐGO！

エムファブリック  を検索♪

営業時間変更のお知らせ
「アウトレット都城店」はセール対象外店となります。
毎週⽊曜⽇〜⽉曜⽇の１２時から１９時まで営業中。

都城店
【営業時間】12：00∼19：00
定休⽇：毎週　⽕・⽔曜⽇

楽天市場トップページで

レザークラフト
ソーイング用品
金具・カン類

在庫限りの⼤特価 1,880円在庫限りの⼤特価 1,880円
通常価格 3,300円▼

通常価格 55円▼

ね～むくらぶ
アイロン接着ワッペン

２９円２９円

入園入学応援特価!!

残り僅かになってまいりました。大好評のハネアゲルーペ。
細かな作業を行う際に眼鏡の上から使えてとっても便利です。
大人気ブランドの「スマートアイ」のハネアゲルーペをどこよりも安くご提供致します。
売場にて実際に使用できますのでこの機会に是非ご検討ください。

※付属品はセール対象外となります。

たくさん機種があるけれど、結局どのミシンを買っていいかわからない方。
お気軽に当店スタッフにお尋ねください。販売機種での「糸のセット方法」
や「まっすぐ縫い」等の「15分ちょこっとレッスン」も行っています。
レッスンは「手芸のまきのホームページ」よりご予約頂けます。

一部の機種は「手芸のまきの」YouTubeでも
ご覧いただけます。

にじまないペンはコレ!!
入園入学の準備で大変な作業
が名前書きです。
ありとあらゆるものに名前を
書かなければなりません。
せっかく書いた名前がにじん
でしまうなんて絶対に嫌です
よね。
そんな時はには「河口 なまえ
ペン」商品名そのままです
が、このペン意外と細字が活
躍します。是非一度使ってみ
てください。

方眼ピーシングペーパー
39×110cm 2枚入

572円572円

布と一緒に縫え、縫い目から破ってはずせます。
さらにアイロンで仮接着できるんです。

半透明で図案写しが簡単!!

ピーシングペーパー
39×110cm 2枚入

528円528円
通常価格 715円▼通常価格 660円▼ 河口 なまえペン 

132円132円通常価格 165円▶

一番売れてるバックの芯地パック!!

880円880円
通常価格 1,100円▼ほどよい張り感に仕上がります。

カラーが豊富で使いやすいのが特徴。
巾110㎝ × 50㎝ が１枚入っています。

優しいカラーが新色で

追加されました。


