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さくら日和
カンタン&かわいいホビーラホビーレの通園通学／新鮮！ 今、編みたいアンゴラコットン／

ちいさな春みつけた～ビオラ～／Happy Easter!
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さくら日和
心はずむさくらの季節を待ちながら、

ひと足早く春の準備をはじめませんか。

満開のさくらをテーマにした

刺しゅうや手編みのアイテムで

暮らしを豊かに彩りましょう。

12月20日発売

1　色印刷と刺しゅうで描く満開の桜が旅心を誘います。 3　縫製済みの印刷布を刺しゅうやレースの縁取りで仕上げます。2　花びら形の刺しゅうコースターは、５枚で一つのお花が完成。



02表示価格はすべて消費税込みの価格です。000000は商品コードです。お問い合わせ時にお伝えください。Z＝材料セット価格　  IS＝つくり方シート　H＝HOW TO MAKE（型紙）

4　遠くまで続く桜並木を色印刷と刺しゅうでドラマチックに表現します。

10　ラメ糸刺しゅうや桜形のスパンコールをトッピングしたミニクロス。

5、6　季節の刺し子は、ぼかし糸を使った伝統柄と桜の寄せ模様をご用意。

11　２種類の手編み糸を引きそろえて編む、レーシーなパイナップル模様のブランケット。

7　モヘヤのお花や桜形のフェルト、パールなどでリースを飾って。 9　立体的な編み地とスパンコールの輝きがおしゃれなポーチ。8　クロスステッチで描いた、桜の様々な表情をフレームに収めました。

1
2
3
4
5

フレーム〈桜の咲く丘〉　Z ¥3,456 353850

コースター〈さくら〉　Z ¥3,456　353853
ドイリー〈さくら〉　Z ¥3,240　353852
ステッチクロス〈桜並木〉　Z ¥4,104　353848
刺し子 千鳥つなぎ Z ¥756　（刺し子布460261　ぼかし糸459710：1カセ）
＊1月10日発売

6

7

8

刺し子 寄せ模様〈桜〉Ⅱ　Z ¥756　（刺し子布460260　ぼかし糸458297：1カセ）
＊12月20日発売

フラワーリリヤンボビンリース〈さくら〉　Z ¥4,320　460271
＊フラワーリリヤンボビン別売

フラワーリリヤンボビン　¥3,024 457293　＊大：約7.5㎝ 小：約4.5㎝　発売中

クロスステッチフレーム〈さくら〉　Z ¥3,672　353851

9

10
11

エトワールばね口金ポーチ　Z ¥1,977 （ウールシェイプ：1コ　プリュイデトワール：1コ　
IS･ばね口金付き：403635）
ミニクロス〈さくら〉　Z ¥3,456　353849
パイナップルブランケット　Z ¥6,740 （ウールシェイプ：8コ　クロッシュコットン：5コ　
IS：403634）
＊2、3、4、10イラスト：髙野紀子 6イラスト：がなはようこ
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カンタン＆かわいい
ホビーラホビーレの
通園通学 12月20日発売

1　１枚ずつカットして使える、刺しゅうでつくるワッペンクロス。

5　3サイズのきんちゃく袋セットで荷物が多い日も安心です。

8　縫製済みのバッグにフェルトワッペンセットをトッピング。

4　プリントテープを重ねた持ち手がポイントのきんちゃく。

7　ポケットのない服にもクリップで取り付けられる移動ポケット。

10～16　便利なパーツや各種ワッペンが充実のラインナップ。

2、3　２種の布でつくる、人気のレッスン&シューズバッグ。

6　毎日お洗濯するランチセットは、2枚仕立てで丈夫に。

9　いろいろ試せる、5種類のワッペンが入った便利なセット。

1

2
3
4

ワッペンクロス〈のりもの〉　Z ¥3,240　353854
＊イラスト：平野明子　＊バッグ別売

レッスンバッグ〈底側別布〉　Z ¥2,960　353881
シューズバッグ〈底側別布〉　Z ¥1,750　353883
持ち手付きんちゃく袋〈基本形〉　Z ¥3,154　353887

5
6
7
8

きんちゃく袋セット〈きょうりゅう〉　Z ¥3,149 353885

ランチセット〈トート型〉　Z ¥2,306　353891
移動ポケット〈きょうりゅう〉　Z ¥1,134　460283
レッスンバッグ（製品）　¥3,672　＊ワッペン別売
フェルトワッペンセット　¥2,808　＊ワッペン、テープ入

9
10
11
12
13

ワッペンセット各種　¥1,728～ ¥1,998　＊ワッペン5種、各1枚入
持ち手テープ各種　¥648～ ¥864/m
ワッペン各種　¥432～ ¥1,188/袋
安全ピン　¥195/袋
ランチベルト　¥432/袋

14
15
16

移動クリップ　¥432/袋
ネームテープ　¥864/袋
ボタンアソート各種　¥1,188～ ¥1,512/シート

■スラブコットン　発売中
¥1,944/m　106～108cm幅　［綿100%］　日本製
キルティング　¥3,024/m　104～106cm幅　［表裏生地:綿100% 中綿:ポ

リエステル100%］　日本製

■チェックコレクション〈チェック〉〈ストライプ〉　発売中
各¥2,160/m　112～114cm幅　［綿100%］　日本製

312484 312485 312486

312419 312418 2122 3620

312416

312414

311006

311002

311007

311003

■キッズプリント〈きょうりゅう〉12月20日発売
¥1,944/m　110～112cm幅　［綿100%］　日本製
キルティング　¥3,024/m　106～108cm幅　［表裏生地 :綿

100% 中綿 :ポリエステル100%］　日本製
キルティングカットパック　¥1,512/個　106～108cm幅×約

50cm　［表裏生地 :綿100% 中綿 :ポリエステル100%］　日本製

312513 312514 312515

1881218811312421

312495 312496 312497



04

ホビーラホビーレでは今年も、

かわいいファブリックやトッピングアイテムを

たくさんご用意して、手づくりママをサポート！

ハンドメイドでお子様の新生活を応援しましょう。

17

18
19
20

ワッペンクロス　Z 各¥3,240　〈おんなのこ〉353855
〈どうぶつ〉353856　＊イラスト：平野明子

シューズバッグ〈底側別布〉　Z ¥1,750　353882
レッスンバッグ〈底側別布〉　Z ¥2,960　353880
シンプルトートバッグＭ　Z ¥4,126　353892

21
22
23
24
25

レースアソート･リボンアソート各種 ¥1,188～ ¥1,728/袋

ししゅうボタン各種　各¥1,296/袋　＊3コ入
リボンセット各種　各¥810/袋　
ランチセット〈きんちゃく型〉　Z ¥2,549 353888

レース･レース風ワッペン各種　¥87～ ¥648/枚　

26
27

刺しゅうワッペン各種　¥648～ ¥1,296/袋
レッスンバッグ（製品）　¥3,672　
＊ワッペン別売

フェルトワッペンセット　¥3,024　
＊ワッペン、レース入

28

29
30
31

ワッペンセット各種　¥1,728～ ¥1,998　
＊ワッペン5種、各1枚入

ワッペン各種　¥432～ ¥1,188/袋
ランチベルト　¥432/袋
持ち手テープ各種　¥648～ ¥864/m

32

33
34
35

ボタンアソート各種　¥1,188～
¥1,512/シート

移動クリップ　¥432/袋
ネームテープ　¥864/袋
安全ピン　¥195/袋

17　女の子向けのワッペンクロスはキュートな２種類。

21～23　レースやリボンの好きな子におすすめのアソート。

27　自由にレイアウトできるフェルトワッペンセットを使って。

■チェックコレクション〈チェック〉〈ストライプ〉　発売中
各¥2,160/m　112～114cm幅　［綿100%］　日本製

312415

312413

311004

311000

311005

311001

表示価格はすべて消費税込みの価格です。000000は商品コードです。お問い合わせ時にお伝えください。Z＝材料セット価格　  IS＝つくり方シート　H＝HOW TO MAKE（型紙）

312487 312488 312489

■プチモチーフプリント〈ニーナ〉　12月20日発売
¥1,944/m　110～112cm幅　［綿100%］　日本製
キルティング　¥3,024/m　106～108cm幅　［表裏生地 :綿100% 

中綿 :ポリエステル100%］　日本製
キルティングカットパック　¥1,512/個　106～108cm幅×約50cm　

［表裏生地 :綿100% 中綿 :ポリエステル100%］　日本製

312511 312512
312499 312500

■スラブコットン　発売中
¥1,944/m　106～108cm幅　［綿100%］　日本製
キルティング　¥3,024/m　104～106cm幅　［表裏生地 :綿100% 中
綿 :ポリエステル100%］　日本製

312417 310911 310912312420 310914 310915

27

18、19　縫い上がったら、ワッペンを飾ってオリジナルに。

24　お弁当タイムはニーナプリントのランチセットで楽しく。

28　５種入りのワッペンセット。女の子向けはかわいい４柄。

　たっぷり収納のバッグは、おけいこバッグにもおすすめ。

25、26　上品なレースやお花のワッペンも各種ご用意。

29～35　いろいろなパーツが、簡単手づくりをお手伝い。

25

26
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SHOP INFORMATION

SHOP LIST

【東北】

盛岡川徳店　019-622-6155

仙台店　022-262-4550

【関東】

柏髙島屋店　04-7148-2166

そごう千葉店　043-245-2004

東武百貨店船橋店　047-425-2211

伊勢丹浦和店　048-834-3165

そごう大宮店　048-783-3078

小田急百貨店町田店　042-732-3125

横浜ロフト店　045-465-2759

横浜髙島屋店　045-313-4472

たまプラーザ店　045-903-2054

川崎アゼリア店　044-589-7860

【甲信越】

新潟伊勢丹店　025-241-6062

【東海】

静岡伊勢丹店　054-251-7897

名古屋三越星ヶ丘店　052-781-3080

ジェイアール名古屋タカシマヤ店　052-566-8472

松坂屋名古屋店　052-264-2785

【北陸】

香林坊大和店　076-220-1295

富山大和店　076-424-1111

【関西】

グランフロント大阪店　06-6359-4201　

阪急うめだ本店　06-6361-1381

大阪髙島屋店　06-6631-1101

近鉄あべのハルカス店　06-6629-3770

阪急西宮ガーデンズ店　0798-64-1248

京都髙島屋店　075-221-8811

【中国】

天満屋岡山本店　086-225-5329

そごう広島店　082-511-7688

福屋広島駅前店　082-568-3640

【九州】

ＪＲ博多シティ店　092-413-5070

福岡岩田屋店　092-723-0350

二子玉川店　03-3707-1430

自由が丘店　03-6421-2309

銀座店　03-6274-6526

日本橋髙島屋店　03-3271-4564

日本橋三越本店　03-3231-3570

日本橋三越本店 　　03-3231-5586

京王百貨店新宿本店　03-3342-2111

東武百貨店池袋店　03-3981-2211

西武池袋本店　03-6912-7319

アトレ吉祥寺店　0422-22-2098

伊勢丹立川店　042-525-2671

布用の接着剤を使って、工作感覚できんちゃくをつくっ

てみませんか。入園グッズの準備も簡単です。２配色

をご用意しました。

＊ホビーラホビーレ各店でレッスンを行います。日程や詳細は各店にお問い合わせく
ださい。（一部行っていない店舗がございます。）

きんちゃく袋　Z 各¥1,620
〈ピンク〉502742　〈ネイビー〉502743

＊生地･コード･裁ほう上手17g･

つくり方説明書入

「裁ほう上手」は単品での

お取扱いもございます。

裁ほう上手　¥843　
＊45g入　502741

すぐにはじめられる〈スターターキット〉を毎月発売します。

手づくりをはじめよう

12月20日発売

柔らかくてさらっとした肌ざわりの新しい手編み糸を使ったエレガントニット。春の華やいだ装いにおすすめです。

新鮮！今、編みたいアンゴラコットン

1　前後身頃で同じものを２枚編んでとじ合わせました。繊
細なパイナップル模様がすてき。

2　ふんわり編み上げたストール本体に、パイナップル模様
の縁編みをプラスして。

アンゴラクロッシェベスト
Z ¥13,176 （アンゴラコットン：9コ　IS：403646）
アンゴラパイナップルストール
Z ¥7,560 （アンゴラコットン：5コ　IS：403647）

1

2

＊ 2016年11月現在のもので、変更され
る場合がございます。

無印…ホビーラホビーレ
…クチュリエール

指定部分の裁ち端を三つ折り
にして、アイロンをかける。接
着面に布用接着剤を絞り出す。

付属のヘラでまんべんなく伸ば
す。

手で軽く押さえてからドライアイ
ロンをかけ、熱が冷めるまでそ
のままにする。

1 2 3

アンゴラコットン
¥1,404/玉　40g/132m　［コットン85% アンゴラ15%］　日本製　1月10日発売

アンゴラとコットンの魅力を併せ持つ、シーズンレスの合太タイプ。シンプルな編み地から複雑な模様編みまで幅広い用途に。

12月20日（火）より、つくり方シートの無料ダウンロード開始!
ホビーラホビーレホームページにてご案内いたします。

NE
W

色番 01 02 03 04 05 06 07

1月10日発売

【NEWS】 【 EVENT】

♦2017年1月10日（火）より
　リバティプリントのご予約開始!
次回の「マンスリープレス1月
号」（1月10日より店頭配布）
にて、1月25日～4月10日に
発売予定の「2017年春のリバ
ティプリントコレクション」をご
紹介いたします。掲載商品の
ご予約は1月10日より各ショッ
プにて承ります。どうぞお楽し
みに !

♦通園通学手づくり応援フェア
　2016年12月20日（火）～2017年3月31日（金）

♦手づくりをはじめよう
　〈スターターキットレッスン〉好評開催中!

お子様の通園通学のご準備に必要なファブリックや材料キット、アップリケワッペンなど、
かわいいアイデアがいっぱいのアイテムを揃えています。手づくりのご相談はもちろん、バッ
グなどのお仕立てもオーダーにて承っておりますので、どうぞお気軽にスタッフまでお問
い合わせください。

毎月発売するスターターキットを使った店内レッスンを行って
います。レッスンに6回ご参加いただいた方には素敵なプレ
ゼントがございます。

♦「CHABUTTON&HATSUYAMA FACTORY
　（チャボタン&ハツヤマファクトリー）フェア」のご案内
ふんわりあたたかなフエルト小物、パーツ素材など、ギフトにもおす
すめの楽しいアイテムが揃います。
・自由が丘店　開催中～12月11日（日）
・川崎アゼリア店　12月10日（土）～25日（日）
・銀座店　12月15日（木）～27日（火）

【期間限定 !つくり方シートプレゼントキャンペーン】
12月20日（火）～2017年2月28日（火）の期間中、
レッスンバッグなどの対象アイテムの用尺分の生地
をお買い上げの方に、つくり方シート〈レシピ〉を
プレゼントいたします。

【「通園通学カタログ」配布中 !】
店頭にて無料配布しております。
数に限りがございますので、どう
ぞお早めに。

「刺しゅうハサミ」または「かぎ針ケース＆かぎ針１本」をプレゼント

Present !

▲左から、クロスステッチティッシュケース〈ネコ〉、ケーブルスヌード

＊ご案内のショップイベントにつきましては、一部行っていない店舗がございます。詳しくは各ショップにお問合わせください。

ご相談承ります
入園入学

▲レッスンバッグ
　〈底側別布〉

ランチセット▶
トート型
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ちいさな春
　  みつけた
　　 ～ビオラ～

寄り添うように咲く、色とりどりの可憐なビオラは、

早春の庭や寄せ植えに欠かせない人気の植物。

春のハンドメイドは、ビオラをモチーフにした

刺しゅう小物からはじめてみませんか。

1月10日発売

1　春を奏でるような軽やかな色彩のステッチクロス。グラデーション印刷が効果的。

2　いっせいに花を咲かせた大小のビオラをクロスステッチでカラフルに表現しました。

ステッチクロス〈ビオラ〉　Z ¥3,672　353857
クロスステッチフレーム〈ビオラ〉　Z ¥3,888　353858

1
2

トートバッグ〈ビオラ〉　Z ¥5,616　353859
＊1、3イラスト：富丘珠子　

3

3　バッグの両面に群生するビオラを刺しゅうしたトートバッグ。本体は半縫製済みです。

■刺しゅうワッペン
¥1,080/袋　3枚入
＊デザイン：青木和子

〈ヴィオラ・ピンク〉456837

〈ヴィオラ〉456042

〈ローズ〉456043

〈デイジー〉456044

〈アソートⅡ〉456047

〈アソートⅠ〉456046

〈百日草〉456045

表示価格はすべて消費税込みの価格です。000000は商品コードです。お問い合わせ時にお伝えください。Z＝材料セット価格　  IS＝つくり方シート　H＝HOW TO MAKE（型紙）

アイロンで接着できるミニワッペンです。



ステッチクロス〈イースター〉　Z ¥3,672　353860
クロスステッチミニフレーム〈イースター〉　Z ¥3,024　353861
ハッピーラビット　Z 各¥3,024　A：353863　B：353895
うさぎのペアきんちゃく　Z ¥2,484　353862　＊大小2コセット
＊1、2イラスト：平野明子

1
2
3
4

Happy Easter!

キリストの復活をお祝いする春のお祭り

イースターは、カラフルに色づけした卵を

探すエッグハントでもおなじみ。

この復活祭をテーマにしたキットが初登場。

イースターエッグとイースターバニーが主役の

ハンドメイドをお楽しみください。

1月10日発売

1　イースターのシンボルを主役にしたステッチクロス。色印刷入りの土台布を刺しゅうで仕上げます。

2　優しい色使いでクロスステッチした、楽しいミニフレーム。 4　耳としっぽをつけたうさぎのきんちゃく。大小セットです。3　リバティプリントでつくる、キラキラの瞳が魅力のラビット。

■リバティプリント・アイロンアップリケ〈ウサギ〉　
￥1,404/袋　約90×79mm・3枚入
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次回『MONTHLY PRESS 1月号 vol.73』は1月10日発行です。
どうぞお楽しみに！

掲載商品のご予約受付開始は、一部を除き 日（土）からになります。12 10月

●ご予約・ご注文につきましては、最寄りのショップ店頭またはお電話でお問い合わせください。●商品名、コード、価格、発売日、
商品のサイズ、仕様・デザインなどは 2016 年11月現在のもので、変更が生じる場合がございます。ご了承ください。●ウエアは大人
Mサイズ、子ども100㎝サイズの価格です。ウエアの材料価格には付属品が含まれています。●ニットの材料セットには編み図と付属
品が含まれています。子どもは100㎝サイズの価格です。●完成品オーダーを承っています。各ショップにお問い合わせください。●
印刷物のため、写真は実際の色と異なる場合がございます。●本誌掲載のものを複製、転載することを禁じます。  

ご自由にお持ちくださいフォロワー大募集♪
再入荷や、セールなど
耳より情報をツイートします！

■オンラインショップは発売日・予約開始日が、店舗とは異なることがございます。
詳しくはホームページをご覧ください。
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