
年始企画

気持ちもリフレッシュ!
ピカピカにお手入れをした靴で

靴クリーニングサービスのすすめ

今年のうちにしっかりお手入れ！
バッグの修理＆クリーニングサービス

洋服のお直しで新たな装い！

秋冬アイテムにおすすめする

人気のファッションリフォーム術

※当選本数は、全国店舗の合計数量です。 応募締切は1月17日（日）までとなります。（当日消印有効）

※お直しお年玉袋は数量限定のため、
　売り切れの際はご容赦ください。

ご購入いただいた店舗でのみ
ご利用いただけます。

当店で予約受付、販売を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

［有効期限］
2016年3月31日（木）まで

※物販品にはご利用いただけません。

（ご利用券500円×6枚）

D コース

春のペア旅行 冬の贅沢グルメ
3組6名様 30名様

1口 ご購入の方の中から抽選で

A コース
B コース
C コース

米沢牛 焼肉用400g
A コース B コース

ボイルずわいがに1kg（2尾）

※日程は候補の中からお選びいただきます。※詳しい旅行条件は当選後に書面
にてお渡しいたします。※免許証、パスポート等身分を証明できるものをご提示い
ただくことがございます。未成年の方は、親権者の同意書が必要となります。※空
港施設使用料・現地出入国税・旅券取得などの渡航費用ならびに空港までの国
内交通費、滞在先での食事代等はご当選者さまご負担となります。※現金化はで
きません。また、他人譲渡不可とさせていただきます。 ※写真はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

　 直 し
お 年 玉 袋

2口 ご購入の方の中から抽選で

販売価格

2泊3日（グアムは3泊4日）

全国で合計全国で合計

販売期間

予約期間

憧れのグアム
人気の台湾
ゆったり北海道
富士山をめぐる旅

お

3,000円分入り

500円
お得!新春

お直し
ご利用券（税込）

2,5002,500円

人 と 地 球 に 優 し い 、 お 直 し 生 活 応 援 マ ガ ジ ン
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お直しのチカラ de Happy Life 洋服編

□着丈つめ…………￥4,860（税込）～
□袖丈つめ…………￥3,240（税込）～
□身巾つめ…………¥4,860（税込）～

お見積り無料! 検 索マジックミシン

ファッションリフォームのご要望は、全国の洋服のお直しショップで
お気軽にご相談ください！

※素材、デザインにより価格は異なります。

コートのお直し

※ 上記以外の洋服のお直しも承っておりますので、お近くの店舗までお気軽にご相談ください

お気に入りの洋服をさらにおしゃれに着こなすためのおすすめリフォームメニューを
ランキング形式でご紹介！ 新たな年もおしゃれに楽しむ準備をしましょう！

秋冬に活躍するアイテムをきれいにお直ししておしゃれを楽しむの
はもちろんですが、衣替えをしてクローゼットにしまっている春夏の
洋服も傷みや気になる部分がないかチェックをして、今年のうちに
しっかりお手入れしておきましょう！

丈が長かったり、身巾が大
きすぎたりして、クローゼッ
トに眠っているコートはあり
ませんか？

引っかかりや
虫食いにより起こる
穴あきやほつれ

穴の開いた箇所は同じ糸を
使って、きれいに編み直しを
いたします。穴が開いてしまっ
てもご安心ください！

着丈をつめたことで、足元に軽やかさが生まれ
身巾をつめることで、ボディラインがきれいに引き
立つシルエットに変身！

レッスンバッグや小物袋、お弁当・お箸袋、リュック・ナップサック、座布団カバー、上靴入れ
など、保育園や幼稚園、学校で必要になるアイテムをご要望に応じてお作りいたします。
ワッペンやネーム付けなど小さなアレンジも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

秋冬アイテムにおすすめする
大切な洋服のお手入れは

人気のファッションリフォーム術
今年のうちにが鍵

ワンポイント
アレンジ

ワンポイント
アレンジ

スッキリとしたシルエットで
エレガントな印象を引き出す

バッグの中身が飛び出な
いように内袋を巾着型の
デザインにすることもでき
ます。

小さな傷みやキズも丁寧にお直し!

きれいに生まれ変わった洋服でおしゃれを楽しみましょう♪

洋服のお直し
チェックポイント

あなたの洋服は大丈夫？

気軽にオーダーメイド

入園入学グッズ

糸のほつれはありませんか？

レッスンバッグ 上履き入れ

スモック

風合いはそのままに
自然な仕上がり

丈が長く
太めのラインの
デニムパンツ

今年も定番と
なっている細身
のラインにシル
エットチェンジ！

ボタンは外れていませんか？
やぶれや穴あきはありませんか？
ファスナーは壊れていませんか？

人気お直し
No.１
アイテム COAT
ボディラインに合わせてシルエットをリフォーム！

コート

人気お直し
No.2
アイテム KNIT
デリケートなニットもしっかりお直し

ニット
人気お直し
No.3
アイテム PANTS
きれいなレッグラインを引き立たせる

パンツ

ふた付き
ご希望の場所にポケット
や、ワンポイントでワッペ
ンを付けたりすることも
可能です。

ポケット付け

新年を迎えるその前に!
洋服のお直しで新たな装い！

Before

Before

Before

AFTER

AFTER

AFTER

　　衿とポケットにレザーを施し
て、大人のかっこよさを演出。

Point

 　丈つめをして余った生地で
可愛いポーチも作れちゃいます♪

Point



お直しのチカラ de Happy Life 靴編

お見積り無料! 検 索

詳しくは、全国の靴の修理ショップでご相談ください！

ブーツや革靴、またランニング用やゴルフ用のスポーツシューズなど、この時期に履く機会の多い靴をヨ
ゴレたまましまうことは靴を傷める大きな原因になります。大切な靴を気持ちよく履きつづけるために、靴ク
リーニングサービスで足元からきれいにお手入れしましょう!

汗をかいて雑菌が繁殖
しやすい靴はしっかり除菌

靴の状態や素材に合わせ、専用のブラシを使用して、水で丸洗いをします。カビ除去、シミ
抜き、ヨゴレ落としなど独自の技術できれいに仕上げ、凸凹補修、キズスレなどの補色、全
体補色なども素材に合わせて適切な方法でお手入れします。

クリーニングができる靴はブーツだけではありません。一年中履く機会のある革靴やパンプス、ハイヒールや
スニーカーなど、靴の素材や形に合わせて一足一足丁寧にクリーニングいたします。

ヨゴレの状態を隅々まで確認してから水
洗い。全体を補色することで、皮革素材
の色あせもよみがえります。

靴クリーニングサービスのすすめ
ピカピカにお手入れをした靴で気持ちもリフレッシュ!

他にも こんな靴 のクリーニングができます！

カビ
シミ

キズ

ヨゴレ
消臭

専用の洗剤を使用して手作業で水
洗い。表面や内側のヨゴレをきれい
に洗い落とします。

靴の種類はもちろんのこと、履き方
によって、ヨゴレや傷みの状態は異
なります。お持ちいただく靴に合わせ
てお手入れをいたします。

お気に入りの靴を長く履きつづけら
れるよう、除菌・消臭加工を施しま
す。また仕上げには栄養剤も塗布し
ます。

靴を傷めずしっかり
水で丸洗い

状態や素材に合わせて
最適な仕上がり

きれいが長持ち
除菌・消臭加工！

ヨゴレ落とし、全体補色

革靴のつま先は、スレなどのキズが目立ち
ます。凸凹の補修と部分補色により、履き
ふるした靴も生まれ変わります。

キズスレ補色、凸凹補修

靴の状態に合わせて、手作業でやさしく
拭きとっていきます。仕上げには専用の栄
養剤や保革クリームなどを塗って仕上げ
ます。

黒ずみ除去、シミ抜き

靴クリーニング Before & After

ハイヒール パンプス スニーカー 革靴 ブーツ

ランニングシューズ
金具がついていても

ピカピカにクリーニングが可能

ゴルフシューズ
そのまま放置しがちな

ブーツの中もしっかり洗える

スノーボードブーツ

クリーニングできる靴の種類

靴クリーニングの つのポイント

クリーニングって
どのような
ことをするの？

POINT 1 POINT 2 POINT 3

3

除菌

After

After

After

AfterBefore

Before

Before

Before

リアット!
□手洗いウォッシュ+防水加工+クリーム仕上げ

レディース ￥2,571（税込）～ メンズ ￥3,086（税込）～
（レギュラーシューズ）

※素材、デザインにより価格は異なります。

※素材や状態により仕上がりは異なります。

※素材や状態により仕上がりは異なります。

きれいに生まれ変わって見違える仕上がりに



バッグの修理サービス、バッグのクリーニングサービスともに
その場ですぐにご料金をご提示できるサービスが始まりました。
「洋服のお直し」「靴の修理・クリーニング」のお店でお気軽にご相談ください♪
※店舗の状況により、受付に少々お時間をいただく場合がございます。
※修理の内容により、お見積りに日数をいただく場合がございます。
※一部対象外の店舗がございます。

その場で

お見積り！

BEFORE

BEFORE

BEFORE

【クリーニングサービスの流れ】

【クリーニングでできること】
持ち手交換

内袋交換

持ち手は元の素材
や形に合わせ、より
近いもので作り直
して交換します

やぶれやヨゴレがつ
きやすい中袋は布
の張り替えでピカピ
カにリフレッシュ！

接合部分

ハンドル

持ち手と本体をつ
なぐ付け根は切れて
しまっても修理が可
能

01 02 03

シミ抜き
なかなか取れないシミも
状態に合わせて
落としていきます

一点一点手作業で
隅々までキレイ

素材を傷めない
専用洗剤を使用

革製以外のバッグも
クリーニング可能いつまでも使い続けるための修理サービス

きれいによみがえらせるためのクリーニングサービス

仕事やプライベートなど、様々なシーンで
使うバッグ。大切に使おうとしても、知らな
いうちにキズやヨゴレがついてしまい、傷
みが出てきてしまうもの。大切なバッグを
長く愛用するため、まずは諦めずにご相
談ください。

知っておきたい！ 旬のお直し通信

少し直せば使えそうと思える
バッグはありませんか？

ヨゴレが気になっ
たら、まずはお近くの
店舗にご相談

1 素材やデザインな
ど、一点一点コンディ
ションをしっかり確認

2 元の色に合わせ
て塗料を塗りすすめ
ていきます

3 仕上げも手作業
で丁寧に行ないます
4 きれいに生まれ変

わってピカピカに完
成！

5

AFTER

AFTER

AFTER

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

ファスナー
交換

ファスナーの接合部分の穴あきやファ
スナー自体の破損など、付け替え修理
できれいに仕上げます

BEFORE

AFTER
リメイク

ヨゴレや傷みが気になる部
分は好みに合わせてリメイ
ク! 新たなデザインで見違
える仕上がりに

BEFORE

AFTER

消臭
嫌なにおいもしっかり
水洗いできれいスッキリ！

補色
専用のクリームを使って
本来の皮の色に復元
自然な風合いに仕上げます！

プロのバッグ
クリーニングは
ココが違う!


