ワークルーム利用案内
《2022.4 改定》

2F ワークルームではミシンの利用、ワークテーブルの利用ができます。
3F ワークルームは明るく落ち着いた部屋です。
（トイレ、洗面付き）

ご利用目的に応じて、2F・ 3F をお選びください。


ご利用内容の一例
・個人でミシン利用、手芸、読書、仕事等のデスクワーク
・ワークショップや、展示販売会などのイベント
・お友達同士やグループでゆっくり手芸を楽しむ、お教室の開催、勉強会、サークル
・ミーティング



利用について
・お電話（045-716-6010）、または HP よりご予約申し込みフォームにてご予約をお願いします。
※メールフォームでのご予約は 2 日前までとさせていただきます。
前日、当日のご予約は営業時間内にお電話にてお願いいたします。

※ワークルームの空き状況は、お電話にてお問い合わせください。
・初回ご利用時には、利用申込書のご記入と身分証明書の確認をさせていただきます。
※グループにてご利用の場合は、代表者の方にお願いいたします。
・最低１時間からのご利用です。 その後は３０分単位で計算いたします。
・ワークルームにある道具類はご自由にお使いください。
・型紙用紙、接着芯など販売している材料もありますので、必要な方はご相談ください。
・本棚の書籍はご自由にお読みください。
※貸し出しはしていませんので、時間内でお読みください。
・ワークルーム内でご飲食出来ますが、においのきついもの、アルコール類はご遠慮ください。
・ワークルームを含む店舗内は禁煙です。
・電気ポットのお湯は自由にお使いください。
・紅茶等の飲み物はセルフドリンクです。
（無料）
・お持ち込みになった飲食等の容器他ゴミ類は、各自お持ち帰りください。

ミシンのご利用
1. ミシンの種類と料金
家庭用ミシン
職業用ミシン

950 円／1 時間

ロックミシン
カバーステッチミシン 上記ミシン料金プラス 1 時間 200 円
刺しゅうミシン・・・・ご利用についてはご相談ください。
※お一人さまの料金です。
複数名でのご利用は人数分のスペース利用料がかかります。
（お一人さま 450 円/1 時間）

2. 基本的な洋裁道具は無料で貸し出しています。
・アイロン、アイロン台
・チャコペン

・裁ちばさみ、その他一般はさみ

・定規

・針

・目打ち

・ＵＶレジン照射機

その他、ご用意があるものもありますので、ご相談ください。
3. ミシン糸は、＃60 黒・白、ロックミシン糸＃90 黒・白の他、あるものはご自由にお使いください。
※在庫については無いものもあるので途中で糸切れとなる場合もあります。
白・黒糸は在庫があります。
糸のお持ち込みの場合は下糸用のボビンをお買い求めください。
（家庭用 1 個 80 円、工業用 1 個 150 円）
お持ち込みも可ですが、ミシンの機種によっては、使えない場合があります。

スペースのご利用
1. お一人さま

1 時間 450 円

※他の方と共用になる場合があります。

4 時間以上 1800 円
2. 貸し切り

※当日営業時間内に限る

1 時間 1100 円
4 時間以上 4200 円

※当日営業時間内に限る

3 日以上連続で利用の場合 1 日 4000 円
裁断等の作業でテーブル 2 台を利用の場合

1 時間

700 円

デスクワーク等で一人で貸し切り利用の場合 1 時間

700 円

（２F）テーブルサイズ 1200×600

×2 台

（３F）テーブルサイズ 1200×700

×2 台 椅子は 8 脚まで使えます。

・本棚の書籍、ミシン以外の道具は無料でお使いいただけます。
２F の道具類を３F で使用できます。
※貸し切りの場合のみキャンセル料
※ご利用に応じて

2 日前から前日まで 30％ 当日 80％

お見積りいたします。店舗までお気軽にご相談ください。

*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*
手作りを楽しむ店 ころぼっくる工房
〒222-0011

横浜市港北区菊名 1-7-12

Tel・Fax 045-716-6010
Mail colokobo@gmail.com
https://www.colo-kobo.com
*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*

ワークルーム利用案内
《2022.4 改定》

2F ワークルームではミシンの利用、ワークテーブルの利用ができます。
3F ワークルームは明るく落ち着いた部屋です。
（トイレ、洗面付き）

ご利用目的に応じて、2F・ 3F をお選びください。


ご利用内容の一例
・個人でミシン利用、手芸、読書、仕事等のデスクワーク
・ワークショップや、展示販売会などのイベント
・お友達同士やグループでゆっくり手芸を楽しむ、お教室の開催、勉強会、サークル
・ミーティング



利用について
・お電話（045-716-6010）、または HP よりご予約申し込みフォームにてご予約をお願いします。
※メールフォームでのご予約は 2 日前までとさせていただきます。
前日、当日のご予約は営業時間内にお電話にてお願いいたします。

※ワークルームの空き状況は、お電話にてお問い合わせください。
・初回ご利用時には、利用申込書のご記入と身分証明書の確認をさせていただきます。
※グループにてご利用の場合は、代表者の方にお願いいたします。
・最低１時間からのご利用です。 その後は３０分単位で計算いたします。
・ワークルームにある道具類はご自由にお使いください。
・型紙用紙、接着芯など販売している材料もありますので、必要な方はご相談ください。
・本棚の書籍はご自由にお読みください。
※貸し出しはしていませんので、時間内でお読みください。
・ワークルーム内でご飲食出来ますが、においのきついもの、アルコール類はご遠慮ください。
・ワークルームを含む店舗内は禁煙です。
・電気ポットのお湯は自由にお使いください。
・紅茶等の飲み物はセルフドリンクです。
（無料）
・お持ち込みになった飲食等の容器他ゴミ類は、各自お持ち帰りください。

ミシンのご利用
1. ミシンの種類と料金
家庭用ミシン
職業用ミシン

950 円／1 時間

ロックミシン
カバーステッチミシン 上記ミシン料金プラス 1 時間 200 円
刺しゅうミシン・・・・ご利用についてはご相談ください。
※お一人さまの料金です。
複数名でのご利用は人数分のスペース利用料がかかります。
（お一人さま 450 円/1 時間）

2. 基本的な洋裁道具は無料で貸し出しています。
・アイロン、アイロン台
・チャコペン

・裁ちばさみ、その他一般はさみ

・定規

・針

・目打ち

・ＵＶレジン照射機

その他、ご用意があるものもありますので、ご相談ください。
3. ミシン糸は、＃60 黒・白、ロックミシン糸＃90 黒・白の他、あるものはご自由にお使いください。
※在庫については無いものもあるので途中で糸切れとなる場合もあります。
白・黒糸は在庫があります。
糸のお持ち込みの場合は下糸用のボビンをお買い求めください。
（家庭用 1 個 80 円、工業用 1 個 150 円）
お持ち込みも可ですが、ミシンの機種によっては、使えない場合があります。

スペースのご利用
1. お一人さま

1 時間 450 円

※他の方と共用になる場合があります。

4 時間以上 1800 円
2. 貸し切り

※当日営業時間内に限る

1 時間 1100 円
4 時間以上 4200 円

※当日営業時間内に限る

3 日以上連続で利用の場合 1 日 4000 円
裁断等の作業でテーブル 2 台を利用の場合

1 時間

700 円

デスクワーク等で一人で貸し切り利用の場合 1 時間

700 円

（２F）テーブルサイズ 1200×600

×2 台

（３F）テーブルサイズ 1200×700

×2 台 椅子は 8 脚まで使えます。

・本棚の書籍、ミシン以外の道具は無料でお使いいただけます。
２F の道具類を３F で使用できます。
※貸し切りの場合のみキャンセル料
※ご利用に応じて

2 日前から前日まで 30％ 当日 80％

お見積りいたします。店舗までお気軽にご相談ください。

*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*
手作りを楽しむ店 ころぼっくる工房
〒222-0011

横浜市港北区菊名 1-7-12

Tel・Fax 045-716-6010
Mail colokobo@gmail.com
https://www.colo-kobo.com
*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*

ワークルーム利用案内
《2022.4 改定》

2F ワークルームではミシンの利用、ワークテーブルの利用ができます。
3F ワークルームは明るく落ち着いた部屋です。
（トイレ、洗面付き）

ご利用目的に応じて、2F・ 3F をお選びください。


ご利用内容の一例
・個人でミシン利用、手芸、読書、仕事等のデスクワーク
・ワークショップや、展示販売会などのイベント
・お友達同士やグループでゆっくり手芸を楽しむ、お教室の開催、勉強会、サークル
・ミーティング



利用について
・お電話（045-716-6010）、または HP よりご予約申し込みフォームにてご予約をお願いします。
※メールフォームでのご予約は 2 日前までとさせていただきます。
前日、当日のご予約は営業時間内にお電話にてお願いいたします。

※ワークルームの空き状況は、お電話にてお問い合わせください。
・初回ご利用時には、利用申込書のご記入と身分証明書の確認をさせていただきます。
※グループにてご利用の場合は、代表者の方にお願いいたします。
・最低１時間からのご利用です。 その後は３０分単位で計算いたします。
・ワークルームにある道具類はご自由にお使いください。
・型紙用紙、接着芯など販売している材料もありますので、必要な方はご相談ください。
・本棚の書籍はご自由にお読みください。
※貸し出しはしていませんので、時間内でお読みください。
・ワークルーム内でご飲食出来ますが、においのきついもの、アルコール類はご遠慮ください。
・ワークルームを含む店舗内は禁煙です。
・電気ポットのお湯は自由にお使いください。
・紅茶等の飲み物はセルフドリンクです。
（無料）
・お持ち込みになった飲食等の容器他ゴミ類は、各自お持ち帰りください。

ミシンのご利用
1. ミシンの種類と料金
家庭用ミシン
職業用ミシン

950 円／1 時間

ロックミシン
カバーステッチミシン 上記ミシン料金プラス 1 時間 200 円
刺しゅうミシン・・・・ご利用についてはご相談ください。
※お一人さまの料金です。
複数名でのご利用は人数分のスペース利用料がかかります。
（お一人さま 450 円/1 時間）

2. 基本的な洋裁道具は無料で貸し出しています。
・アイロン、アイロン台
・チャコペン

・裁ちばさみ、その他一般はさみ

・定規

・針

・目打ち

・ＵＶレジン照射機

その他、ご用意があるものもありますので、ご相談ください。
3. ミシン糸は、＃60 黒・白、ロックミシン糸＃90 黒・白の他、あるものはご自由にお使いください。
※在庫については無いものもあるので途中で糸切れとなる場合もあります。
白・黒糸は在庫があります。
糸のお持ち込みの場合は下糸用のボビンをお買い求めください。
（家庭用 1 個 80 円、工業用 1 個 150 円）
お持ち込みも可ですが、ミシンの機種によっては、使えない場合があります。

スペースのご利用
1. お一人さま

1 時間 450 円

※他の方と共用になる場合があります。

4 時間以上 1800 円
2. 貸し切り

※当日営業時間内に限る

1 時間 1100 円
4 時間以上 4200 円

※当日営業時間内に限る

3 日以上連続で利用の場合 1 日 4000 円
裁断等の作業でテーブル 2 台を利用の場合

1 時間

700 円

デスクワーク等で一人で貸し切り利用の場合 1 時間

700 円

（２F）テーブルサイズ 1200×600

×2 台

（３F）テーブルサイズ 1200×700

×2 台 椅子は 8 脚まで使えます。

・本棚の書籍、ミシン以外の道具は無料でお使いいただけます。
２F の道具類を３F で使用できます。
※貸し切りの場合のみキャンセル料
※ご利用に応じて

2 日前から前日まで 30％ 当日 80％

お見積りいたします。店舗までお気軽にご相談ください。

*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*
手作りを楽しむ店 ころぼっくる工房
〒222-0011

横浜市港北区菊名 1-7-12

Tel・Fax 045-716-6010
Mail colokobo@gmail.com
https://www.colo-kobo.com
*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*

ワークルーム利用案内
《2022.4 改定》

2F ワークルームではミシンの利用、ワークテーブルの利用ができます。
3F ワークルームは明るく落ち着いた部屋です。
（トイレ、洗面付き）

ご利用目的に応じて、2F・ 3F をお選びください。


ご利用内容の一例
・個人でミシン利用、手芸、読書、仕事等のデスクワーク
・ワークショップや、展示販売会などのイベント
・お友達同士やグループでゆっくり手芸を楽しむ、お教室の開催、勉強会、サークル
・ミーティング



利用について
・お電話（045-716-6010）、または HP よりご予約申し込みフォームにてご予約をお願いします。
※メールフォームでのご予約は 2 日前までとさせていただきます。
前日、当日のご予約は営業時間内にお電話にてお願いいたします。

※ワークルームの空き状況は、お電話にてお問い合わせください。
・初回ご利用時には、利用申込書のご記入と身分証明書の確認をさせていただきます。
※グループにてご利用の場合は、代表者の方にお願いいたします。
・最低１時間からのご利用です。 その後は３０分単位で計算いたします。
・ワークルームにある道具類はご自由にお使いください。
・型紙用紙、接着芯など販売している材料もありますので、必要な方はご相談ください。
・本棚の書籍はご自由にお読みください。
※貸し出しはしていませんので、時間内でお読みください。
・ワークルーム内でご飲食出来ますが、においのきついもの、アルコール類はご遠慮ください。
・ワークルームを含む店舗内は禁煙です。
・電気ポットのお湯は自由にお使いください。
・紅茶等の飲み物はセルフドリンクです。
（無料）
・お持ち込みになった飲食等の容器他ゴミ類は、各自お持ち帰りください。

ミシンのご利用
1. ミシンの種類と料金
家庭用ミシン
職業用ミシン

950 円／1 時間

ロックミシン
カバーステッチミシン 上記ミシン料金プラス 1 時間 200 円
刺しゅうミシン・・・・ご利用についてはご相談ください。
※お一人さまの料金です。
複数名でのご利用は人数分のスペース利用料がかかります。
（お一人さま 450 円/1 時間）

2. 基本的な洋裁道具は無料で貸し出しています。
・アイロン、アイロン台
・チャコペン

・裁ちばさみ、その他一般はさみ

・定規

・針

・目打ち

・ＵＶレジン照射機

その他、ご用意があるものもありますので、ご相談ください。
3. ミシン糸は、＃60 黒・白、ロックミシン糸＃90 黒・白の他、あるものはご自由にお使いください。
※在庫については無いものもあるので途中で糸切れとなる場合もあります。
白・黒糸は在庫があります。
糸のお持ち込みの場合は下糸用のボビンをお買い求めください。
（家庭用 1 個 80 円、工業用 1 個 150 円）
お持ち込みも可ですが、ミシンの機種によっては、使えない場合があります。

スペースのご利用
1. お一人さま

1 時間 450 円

※他の方と共用になる場合があります。

4 時間以上 1800 円
2. 貸し切り

※当日営業時間内に限る

1 時間 1100 円
4 時間以上 4200 円

※当日営業時間内に限る

3 日以上連続で利用の場合 1 日 4000 円
裁断等の作業でテーブル 2 台を利用の場合

1 時間

700 円

デスクワーク等で一人で貸し切り利用の場合 1 時間

700 円

（２F）テーブルサイズ 1200×600

×2 台

（３F）テーブルサイズ 1200×700

×2 台 椅子は 8 脚まで使えます。

・本棚の書籍、ミシン以外の道具は無料でお使いいただけます。
２F の道具類を３F で使用できます。
※貸し切りの場合のみキャンセル料
※ご利用に応じて

2 日前から前日まで 30％ 当日 80％

お見積りいたします。店舗までお気軽にご相談ください。

*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*
手作りを楽しむ店 ころぼっくる工房
〒222-0011

横浜市港北区菊名 1-7-12

Tel・Fax 045-716-6010
Mail colokobo@gmail.com
https://www.colo-kobo.com
*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*

ワークルーム利用案内
《2022.4 改定》

2F ワークルームではミシンの利用、ワークテーブルの利用ができます。
3F ワークルームは明るく落ち着いた部屋です。
（トイレ、洗面付き）

ご利用目的に応じて、2F・ 3F をお選びください。


ご利用内容の一例
・個人でミシン利用、手芸、読書、仕事等のデスクワーク
・ワークショップや、展示販売会などのイベント
・お友達同士やグループでゆっくり手芸を楽しむ、お教室の開催、勉強会、サークル
・ミーティング



利用について
・お電話（045-716-6010）、または HP よりご予約申し込みフォームにてご予約をお願いします。
※メールフォームでのご予約は 2 日前までとさせていただきます。
前日、当日のご予約は営業時間内にお電話にてお願いいたします。

※ワークルームの空き状況は、お電話にてお問い合わせください。
・初回ご利用時には、利用申込書のご記入と身分証明書の確認をさせていただきます。
※グループにてご利用の場合は、代表者の方にお願いいたします。
・最低１時間からのご利用です。 その後は３０分単位で計算いたします。
・ワークルームにある道具類はご自由にお使いください。
・型紙用紙、接着芯など販売している材料もありますので、必要な方はご相談ください。
・本棚の書籍はご自由にお読みください。
※貸し出しはしていませんので、時間内でお読みください。
・ワークルーム内でご飲食出来ますが、においのきついもの、アルコール類はご遠慮ください。
・ワークルームを含む店舗内は禁煙です。
・電気ポットのお湯は自由にお使いください。
・紅茶等の飲み物はセルフドリンクです。
（無料）
・お持ち込みになった飲食等の容器他ゴミ類は、各自お持ち帰りください。

ミシンのご利用
1. ミシンの種類と料金
家庭用ミシン
職業用ミシン

950 円／1 時間

ロックミシン
カバーステッチミシン 上記ミシン料金プラス 1 時間 200 円
刺しゅうミシン・・・・ご利用についてはご相談ください。
※お一人さまの料金です。
複数名でのご利用は人数分のスペース利用料がかかります。
（お一人さま 450 円/1 時間）

2. 基本的な洋裁道具は無料で貸し出しています。
・アイロン、アイロン台
・チャコペン

・裁ちばさみ、その他一般はさみ

・定規

・針

・目打ち

・ＵＶレジン照射機

その他、ご用意があるものもありますので、ご相談ください。
3. ミシン糸は、＃60 黒・白、ロックミシン糸＃90 黒・白の他、あるものはご自由にお使いください。
※在庫については無いものもあるので途中で糸切れとなる場合もあります。
白・黒糸は在庫があります。
糸のお持ち込みの場合は下糸用のボビンをお買い求めください。
（家庭用 1 個 80 円、工業用 1 個 150 円）
お持ち込みも可ですが、ミシンの機種によっては、使えない場合があります。

スペースのご利用
1. お一人さま

1 時間 450 円

※他の方と共用になる場合があります。

4 時間以上 1800 円
2. 貸し切り

※当日営業時間内に限る

1 時間 1100 円
4 時間以上 4200 円

※当日営業時間内に限る

3 日以上連続で利用の場合 1 日 4000 円
裁断等の作業でテーブル 2 台を利用の場合

1 時間

700 円

デスクワーク等で一人で貸し切り利用の場合 1 時間

700 円

（２F）テーブルサイズ 1200×600

×2 台

（３F）テーブルサイズ 1200×700

×2 台 椅子は 8 脚まで使えます。

・本棚の書籍、ミシン以外の道具は無料でお使いいただけます。
２F の道具類を３F で使用できます。
※貸し切りの場合のみキャンセル料
※ご利用に応じて

2 日前から前日まで 30％ 当日 80％

お見積りいたします。店舗までお気軽にご相談ください。

*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*
手作りを楽しむ店 ころぼっくる工房
〒222-0011

横浜市港北区菊名 1-7-12

Tel・Fax 045-716-6010
Mail colokobo@gmail.com
https://www.colo-kobo.com
*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*…:…*

ワークルーム利用案内
《2022.4 改定》

2F ワークルームではミシンの利用、ワークテーブルの利用ができます。
3F ワークルームは明るく落ち着いた部屋です。
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ご利用目的に応じて、2F・ 3F をお選びください。
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・アイロン、アイロン台
・チャコペン

・裁ちばさみ、その他一般はさみ

・定規

・針

・目打ち

・ＵＶレジン照射機
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3. ミシン糸は、＃60 黒・白、ロックミシン糸＃90 黒・白の他、あるものはご自由にお使いください。
※在庫については無いものもあるので途中で糸切れとなる場合もあります。
白・黒糸は在庫があります。
糸のお持ち込みの場合は下糸用のボビンをお買い求めください。
（家庭用 1 個 80 円、工業用 1 個 150 円）
お持ち込みも可ですが、ミシンの機種によっては、使えない場合があります。
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※他の方と共用になる場合があります。
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※当日営業時間内に限る

1 時間 1100 円
4 時間以上 4200 円

※当日営業時間内に限る

3 日以上連続で利用の場合 1 日 4000 円
裁断等の作業でテーブル 2 台を利用の場合

1 時間

700 円

デスクワーク等で一人で貸し切り利用の場合 1 時間

700 円

（２F）テーブルサイズ 1200×600

×2 台

（３F）テーブルサイズ 1200×700

×2 台 椅子は 8 脚まで使えます。

・本棚の書籍、ミシン以外の道具は無料でお使いいただけます。
２F の道具類を３F で使用できます。
※貸し切りの場合のみキャンセル料
※ご利用に応じて

2 日前から前日まで 30％ 当日 80％

お見積りいたします。店舗までお気軽にご相談ください。
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