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お気に入りのワンピースを

ファッションリフォームで
おしゃれにアレンジ♪
新たなスタイリングを楽しむ

靴を長く履くコツは定期的なお手入れが鍵

靴の修理サービス

お直しドリームキャンペーン 第2弾

夢の実現レポート大公開中!!

“応用リフォーム術”

お直しのチカラ de Happy Life

洋服編

お気に入りのワンピースを

ファッションリフォームでおしゃれにアレンジ♪
こんな理由で
お気に入りのワンピースを
しまい込んでいませんか？

り、
ワケあってお気に入りのワンピースをクローゼットに眠らせ

デザインが古い

を新たなお洋服にリフォームし、
おしゃれによみがえらせます。

流行が過ぎてしまったり、お洋服の好みが変わってしまった

After

1

Before

ている方必見！プロのお直し技術でお手持ちのワンピース

＆

春夏に人気の
マキシワンピース

は好みに合わせてリフォームに挑戦！
そんなとき

After
そんな
お悩みも解決

お好みに合わせて着丈調整
ショート丈にして夏仕様に
アレンジ♪

トレンド仕様にドッキング

切り替えワンピース

お直しPoint

ましょう！

好みが変わった

応 用リフォー ム 術

上下を切り分けて、
１つのデザイ
ンに仕上げた切り替えワンピー
ス。袖をノースリーブに変えて
旬のスタイルに大変身♪
プロの技術で大人可愛いおしゃ
れな雰囲気に。

ワンピースのリフォームで素敵なファッションライフをはじめ

サイズが合わない

Before

新たなスタイリングを楽しむ

リフォームで叶える
世界に一着しかない
あなただけのリメイク服

After

2

毎年定番の
ボックスワンピース

タックを
入れてすっきり
シルエット

着丈をつめて
すっきりとした印象

ショート丈ブラウス
シンプルに
夏仕様のカジュアル
コーディネート

お直しPoint

余った生地で
可愛らしい
小物も作れます♪

バックに
ファスナーを付けて
アクセントをプラス

After

お気に入りだけど
着丈が長くて着ていない・
・
・

3

ワンピースのラインを
そのままに活かした

オリジナルスカート

お直しPoint

お気に入りをいつまでも着つづけるための

大人可愛い
爽やかスタイリング

ボックスワンピの
紐を使って
可愛さをアピール

ファッションリフォームのポイント
流行のデザインに変える

自分のサイズに合わせる

他のアイテムに変える

毎年変わるファッショントレンドに合
わせ、
お気に入りのワンピースをデ
ザインチェンジして新たな着こなしを
楽しみましょう！

袖丈や着丈、身巾など、体型に合
わせてリフォームすることで、お洋
服との相性も高まり、着心地の良
い仕上がりに♪

お気に入りの柄や素材はそのままに
ワンピースをスカートやチュニックなど
他のアイテムにリメイクしてスタイリン
グのバリエーションを広げましょう !

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！
□着丈つめ…………￥2,160（税込）〜
□袖丈つめ…………￥1,944（税込）〜
お見積り無料!
□身巾つめ…………¥3,240（税込）〜
※素材、デザインにより価格は異なります。

マジックミシン

検索

第2弾

お直しドリーム
キャンペーンって？

夢の 実 現レポート

生 江 さ ま の 夢

大 公 開 中！！

皆さまのファッションリフォームの夢を叶えるお手伝いをするキャンペーンです。皆
さまが実現したい夢やアイディアを、
お直しのプロが心を込めて丁寧にカタチにし
ています。今年は多数の応募の中から、5名様の夢の実現をお手伝いしました。

ブーツを直してバイクに乗りたい ！
10年程前に購入され、
毎日バイクに乗 Before
る時の相棒として活躍してきたブーツ。
生産国アメリカとの気候の違いから
靴底との接着部分が加水分解してボ
ロボロに。
もう一度履いてバイクに乗り
たいという生江さまの夢を叶えます！

履き心地も上々！
また毎日履けそうです！

After

お直しのポイント

香 山 さ ま の 夢

想い出の振袖でドレスを作りたい ！
成人式の時におじいさまが買ってくだ Before
さった振袖がしまい込んだまま…とい
う香山さま。今年卒寿を迎えられるお
ばあさまのお祝いで、振袖で作ったド
レスを着て喜ばせたい ！ そんな素敵
な夢を叶えます。

想像以上の
仕上がりで、祖母も
喜びそうです♪

加水分解してしまった靴底を全てはがし、新しい
靴底に貼り替えました。靴底の中に入っている
パーツはできるだけ再利用し、履き心地をできる
限り再現しています。

After

私 が 担 当しました！

他のお店で断られた修理品もぜひ
ご相談ください。専門性の高いお直し
修理の技術力が強みです。
（リフォームスタジオ 靴修理担当 塚田）

お直しのポイント
ドレスは、袖のフレアとスカートのラインがきれい
に出るよう洋服用の裏地を使うなどの工夫を。
繊細な意匠が美しい帯は、使い勝手の良いバッ
グに変身させました！

他にも
こんな夢を叶える
お手伝いをしました！

私 が 担 当しました！

振袖と帯の絵柄を活かし、
お客さまのご意向を最大限に
表現できるよう頑張りました ！どこから見てもきれいなシル
エットになったと思います。
（マジックミシン イオンモール幕張新都心店 坂本店長）

ンを
れたカバ
主人の壊 げたい！
直してあ

大切なユニフォームを
愛犬の服に！

詳しい夢の内容はWEBで公開中 !
オーダーで作る

イ ベ ント 衣 装

の衣装で秋のイベントを楽しみましょう！

検索

ご来店
（無料相談）
仮縫い

ご注文の
ながれ

イベントが盛りだくさん！夏の時期から準備を進めて、
オリジナル

是非お気軽に店頭へご相談ください。

お直しドリーム

秋のイベントはオーダーメ イドでオリジナルの衣装を！

運動会やお遊戯会、
また文化祭やハロウィーンなど秋は楽しい

プロの技術で思い出づくりのお手伝いをいたします。

ウエディ
ングド
娘のドレ レスを
スに！

縫 製
できあがり
（店舗受渡し）

運動会に

お遊戯会に

文化祭に

ハロウィーンに

※お取り扱いは店舗により異なります。

マジックミシン

検索

お直しのチカラ de Happy Life

靴を長く履くコツは定期的なお手入れが鍵

靴編

靴の修理サービス

大切な靴を長く履きつづけるための

靴お直しサービスのすすめ

靴裏のお手入れは大切な靴を長持ちさせるだけでなく、健康的なウォーキングライフを叶えます。

インソール交換

お気に入りの靴のお手入れはされていますか？

すべり革補強

汚れてしまった中敷や色落ちしたインソールを新
しく交換することで、
清潔感がアップします！

お手入れをせずにオールシーズン同じ靴を履きつづけることは靴に

かかとのあたる部分のすり減りや破れた箇所を
修復し、
革をあてて補強します。

大きなダメージを与えます。大切な靴を長く履きつづけるためのおす

After

Before

すめサービスをご紹介いたします。

靴のお手入れは靴裏から ！

「かかと修理」は「まえ底補修」
とのセットがおすすめ♪
かかと修理

After

まえ底補修

Before

かかと修理と
一緒に

After

巻革修理
傷ついてしまったり、
めくれてしまったかかとの巻
革を交換修理いたします。

Before

After

Before

磨耗したかかとを…

綺麗に整形

すり減ったまえ底を…

靴底交換
靴底に穴があいてしまったり、
全体にダメージが
ある場合は靴底を全て新しいものに交換・修
理。
ソールが新品同様に生まれ変わります。

しっかり補強

すり減りや削れなどにより、
大きなダメージを受けているかかとやまえ底は、
そのままにしていると、
靴裏全体が傷み
滑りやすくなってしまいます。大切な靴を履きつづけるため、
かかと修理と合わせたまえ底補修がおすすめです！

４つのメリット

「かかと＋まえ底」お手入れの
■ すべり止め効果 で歩きやすく

■ クッション性アップ で足に優しく

まえ底にゴム素材を貼り付け、
すり減ったかかとを
綺麗に整形することで、雨で濡れた路面でのす
べり止めにも効果があります。

まえ底のゴムの厚みがクッションの代わりとなり
歩きやすく、疲れにくい靴に。かかとのセット補修
で、履き心地もアップ !

■ 靴底が削れにくく 靴が長持ち

■ 必要に応じて くり返し補修が可能

まえ底の補修とかかと修理をすることで靴底自体
の耐久性がアップ ! まえ底補修は買ったばかりの
靴にもおすすめで、
大切な靴がより長持ちします。

磨耗した際、
新しいものへの交換が何度も可能に
なります。
まえ底のゴム素材にはカラーバリエーショ
ンがあり、
お持ちの靴に合わせて補修いたします。

靴巾調整
靴のサイズがきつい、
小指や親指が当たって痛
くなる箇所を専用の機械を使い、
伸ばします。
※素材・デザインによっては伸びない場合がございます。

おすすめ
セルフケア

※各修理ともにレディース・
メンズの両方で承ります

■ ヨゴレ ＆ におい対策スプレー 防水

消臭

革靴や革のカバンに使用できる防水・消臭スプレー。革の呼吸を損なわないため
皮革を傷めずに防水効果を与えることができ、
内側の消臭にも効果があります。

詳しくは、全国の靴の修理ショップでご相談ください！

とってもお得!

□かかと修理とまえ底補修のセットで
200円引き実施中

リアット!

検索

