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【睦月】
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2 0 1 5 Workshop Calendar
Knit Talk Idle TalkKyoto Talk

京都の町家で営む毛糸と手芸雑貨のお店です。
オリジナルのニットキットを箱につめて
季節ごとに販売します。
気軽に参加していただけるワークショップや
イベントも随時開催。
充実したオンラインショップもございます。

1F国内外の厳選された手編み糸、手芸材料・道具・オリジナルキットがず
らりと並びます。初心者さんにも安心の価格と、編み心地・使い心地にもこ
だわりました。他にもフェルト羊毛やレース・リボンなどもございます。

2F広々としたワークスペースでワークショップやイベント、展示会などを
開催。作品を展示するための壁面装備や、ゆっくりとくつろげる和室スペー
スもございます。 スペースのレンタルも行っております。

itokobaco.com
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旧年中は大変お世話になりました。

2014年はたくさんのお客様と楽しくわいわい編

み物ができて本当に良い年になりました。

スタッフ一同心よりお礼申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします！

1月のワークショップには

イトコバコのあみぐるみマスコット、

「いとこちゃん」のキットが初登場。

カーリーヘアがご自慢の小さな女の子です。

小学生の女の子からひ孫さんがいらっしゃる

おばあちゃんまで、編み物を楽しんでくださる

みなさまのお友達になれれば幸いです。

今年は干支のひつじをお伴に連れています。
イトコバコ  itokobaco .com

京都市上京区主税町 1071　tel. 075-822-0011
open. 11:00 -19:00  /  close. 木曜・祝日

JR・地下鉄「二条駅」より徒歩13分
市営バス 「千本丸太町」より徒歩 2分～
京都駅方面から: 206番線／烏丸・河原町方面から: 201番線

＊「千本丸太町」バス停は 4カ所あります。
＊駐車場はございません。最寄のパーキングをご利用下さい。

2014年に公開された『おとな
の恋には嘘がある』という映画
をご紹介。スター俳優の出てい
ない作品ですが、お洒落で楽し
い最高のラブコメディです。シ
ングルマザーの主人公のエヴァ
は、一人娘の大学進学を控え、こ
れからの自分の人生について悩
む日々。そんなときにパーティ
で出会ったのが同じくバツイチ
のアルバート。二人は恋に落ち
ます。エヴァは同じパーティで
出会った詩人のマリアンヌとも
新たな友情を築き、毎日が充実

し始めます。ところが、マリア
ンヌがアルバートの元夫だと
いうことが分かってから、3人
の関係は複雑に！そんな中、一
人暮らしを始める娘にきれい
な黄色のブランケットを贈り
物にしようと、エヴァが編み物
をするシーンが随所に登場し
ます。物語の進行とともにブラ
ンケットがどんどんと完成に
近づき、娘の旅立ちの時も近づ
きます。この素敵な手編みの贈
り物が爽やかなラストシーン
に花を添えます。

11月のお茶会で豆を使用させて
いただいた京都北山の人気珈琲豆
販売店サーカスコーヒーさんをご
紹介。築100年のお茶屋さんを改
装したお店は京都ならではの重厚
な町家ですが、店内はカラフルで
お洒落なパッケージが並び、その
ギャップにワクワク！開業は
2011年12月で今年でちょうど３
年になります。店主の渡邉さんは
コーヒー生豆鑑定マスターの資格
をお持ちで、商品に迷われたお客
様に的確なアドバイスをください
ます。以前、東京在住の友人がこ

ちらのサーカスコーヒーさんに
伺うために京都に来た際、手土
産にドリップをもらいました。
そのパッケージとショップカー
ドの可愛らしさにテンションが
グングン上がったのがとても印
象に残っています。深くて沁み
渡るお味ももちろん最高で、忘
れられないお土産でした。

CIRCUS COFFEE

京都市北区紫竹下緑町32
tel.075-406-1920

10:00~18:00 日曜祝日休
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いとこちゃんとひつじ

イトコバコに住む小さなあみぐ
るみの女の子、「いとこちゃん」
のキットをご用意いたしました。
ふわふわブルーのカーリーヘ
アーがご自慢です。ワンピース
は着せ替えも可能！いとこちゃ
んのお友達のひつじのあみぐる
みもございます。今年の干支の
飾りとしてもいかがですか？

1月 10日（土）・11日（日）
13 -16時  

各日 10名

いとこちゃん ¥1,500

ひつじ ¥700

かぎ針 5/0号 (いとこちゃん )、 
かぎ針 8/0・5/0号 (ひつじ )

カラフルでキュートな円座を編ん
でみませんか？お花モチーフは少
し変わった編み方で、1枚がとて
も立体的な仕上がりです。同じモ
チーフを使ったがま口ポーチもご
用意いたしました。こちらはク
ラッチバッグとしても使える嬉し
いサイズ。どちらもお好みの色を
お選びいただけます。

1月31日（土）・2月1日（日）
13 -16時  

各日 10名

円座 ¥2,450

ポーチ ¥3,690

円座　かぎ針 7/0号
ポーチかぎ針 5/0号

1月 7・14・21・28日（水）
13 -16時  

各日 10名

1or2色使用 ¥1,360 
3色使用 ¥2,040

棒針 6・７号 (短 5本針 )

手編みのくつしたを 4 種類ご
用意。基本のメリヤス編み、
縄編み模様、編み込み模様、
レベルに応じてお好みのデザ
インをお選びいただきます。
くつしたは難しいとお思いの
方、理屈が分かればとても簡
単なのでぜひチャレンジして
みてください。

モチーフつなぎの基本「グラ
ニーモチーフ」を編んで、カラ
フルなバッグかルームシューズ
にチャレンジしてみませんか？
意外な色の組み合わせに編み進
む手が止まりません！バッグや
シューズ以外にもマフラーやひ
ざ掛けなどさまざまなアイテム
に応用可能です。

1月 17日（土）・18日（日）
13 -16時  

各日 10名

ルームシューズ ¥3,145

バッグ ¥3,700

ルームシューズかぎ針 4/0号
バッグかぎ針 6/0号

グラニーモチーフのバッグと
ルームシューズ

1月 7・14・21・28日（水）
13 -16時  

各日 10名

¥600

棒針 2号

キラキラ光るビーズが、袖口か
らちらっとのぞくのがお洒落な
リストウォーマー。ガーター編
みのシンプルな編み地に小さな
ビーズを一粒一粒編み込んでい
きます。細い糸と編み針を使い、
一見難しそうですが、単純作業
でとっても簡単。プレゼントに
もおすすめです。

立体的なノット編みがポイント
になったベレー帽は、シンプル
なメリヤス編みだから、帽子初
チャレンジ作品としてもおすす
めです。お子様サイズ (4~6 才 )
もございます。トラッドなター
タンチェックをかぎ針編みで編
むリボンとポーチの小物もご用
意。帽子との相性も良いですよ。

1月 17日（土）・18日（日）
13 -16時  

各日 10名

ベレー帽 各 ¥1,960

小物 ¥1,500

ベレー帽とタータンチェックの小物

初心者さん

に おすすめ

初心者さん

に おすすめ

1月 6・13・20・27日（火）
13 -16時  

各日 10名

帽子大人 ¥1,410・子供 ¥730 

スヌード ¥1,960

帽子 棒針12号・かぎ針 6/0号
スヌード 棒針10号

帽子は「ドミノ編み」という角
でどんどんと減らしていく初心
者さんにおすすめのおもしろい
編み方です。かぶるとしましま
部分がとんがるチャーミングな
デザイン !! スヌードは表編みと
裏編みを組み合わせたシンプル
な編み地でユニセックスデザイ
ンです。

親子でおそろいドミノ編みのとんがり帽子
ざっくり編みの簡単スヌードお花モチーフの円座とがま口ポーチ くつした 4 種

大きな柄の編み込み模様に挑戦さ
れたい方にバッグとルームシュー
ズをご用意いたしました。ルーム
シューズはワークショップ初の棒
針編みのデザインです。人気のア
フガン編みには、模様編みをとり
入れました。アフガン編みに興味
のある方、模様編みも意外と簡単
なのでお気軽にどうぞ。

1月 24日（土）・25日（日）
13 -16時｜定員各日 10名  

バッグ ¥2,700

シューズ ¥2,240

ハンドウォーマー ¥1,160

バッグ棒針 15・12号 (40cm輪針 )

シューズ棒針 10号 (短 5本針 )

ハンドウォーマー アフガン針 10号
ベレー帽棒針 12号 (4本針 )

小物かぎ針 4/0号

編み込み模様のルームシューズとバック
アフガン編みの模様編みハンドウォーマー

ビーズ編み込みのリストウォーマー

初心者さん

に おすすめ

＊価格はすべて税抜です


