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初夏のリバティプリント
英国の童謡をヒントにしたコレクション『The Little Land of Rhyme』からの

新柄などをセレクトした、夏一番のリバティプリント。

ウエアや小物に使いやすい、様々な花柄や遊び心あふれる柄を

爽やかなカラーリングと上質な素材でお楽しみください。

初登場のフレアドレスとこどものキャミソールもご紹介します。

5月10日発売

夏こそ！ここちよい素材でハンドメイド
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1　ヨーク部分の手編みのリーフ模様が涼しげな夏のワンピース。

2　オリエンタルな〈 ボスフォラス 〉のチュニック。衿もとのギャザーでふんわりシルエットに。

3　A ラインのノースリーブワンピースに、ママと色違いの大柄がよく映えます。

4　チュニックやワンピースにアレンジできるこどものキャミソール。

8　ガチョウ柄がかわいい３点セットは、出産のお祝いにもおすすめ。

6　ボリュームのあるラッピングネックレスで、夏をおしゃれに。

7　花のアウトラインを銀糸でキルティングする、人気のバッグ。

5　口金ポーチを花の表情が楽しい新柄〈 ハッピー・ブルーム 〉で。

9　カラフルな花柄のバッグは、素足の季節に大活躍。

1
2
3
4
5

クロッシェリーフワンピースKids　Z ¥2,549 （クロッシュコットン：2コ　リバティプリント･タナローン：0.5m　RP：403749）

ギャザーネックチュニック　H ¥1,080　700143　Z ¥6,254 （リバティプリント･タナローン：1.9m　貝ボタン13㎜：1コ）

こどものランニングワンピース　H ¥1,080　700107　Z ¥3,014 （リバティプリント･タナローン：0.9m　貝ボタン13㎜：1コ）

こどものキャミソール〈ブラウス丈〉　H ¥1,080　700179　Z ¥2,268 （リバティプリント･タナローン：0.7m）

リバティプリント口金ポーチ　Z 各 ¥2,582　a：354028　b：354027　約13 ×15㎝

6
7
8
9

ラッピングネックレス〈スモール・スザンナ〉　Z 各 ¥1,890　a：354032　b：354033　RP：395033 使用　約84㎝

キルトバッグ〈ローズ〉　Z ¥7,560　353992　約32 ×40 ×12㎝

ベビーのスモック＆ブルマ　H ¥1,080　700091　Z ¥4,860 （リバティプリント･タナローン：1.5m）　＊80㎝サイズ

サンデーバッグⅡ　Z ¥4,234　354026　約24 ×40㎝

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。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）
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5　個性的なプリントを活かした、ロールカラーがおしゃれなワンピース。

1　ウエスト切り替えのクラシカルなドレスは、サマースタイルの決定版。

2　大小のコットンパールとビジューでつくるショートタイプのネックレス。

6　控えめなギャザーで大人っぽく着こなす、人気柄のワンピース。

7　繊細なモチーフつなぎのストールを着こなしのアクセントにして。

8　さらりとした着心地がうれしいドルマンスリーブのブラウス。

3　人気柄のフレンチブラウスは、デニムと好相性。

4　夏のトートバッグは、白地のプリントとラメ持ち手で涼しげに。

1
2
3
4

フレアドレス　H ¥1,080　700175　Z ¥8,100 （リバティプリント･タナローン：2.5m）

コットンパールダブルネックレス　Z ¥3,240　459633　約45㎝　＊発売中

フレンチブラウス　H ¥1,080　700141　Z ¥5,184 （リバティプリント･タナローン：1.6m）

シンプルトートバッグＭ　Z ¥4,558　354029　RP：395013 使用　約25 ×39 ×12㎝

5
6
7
8

ロールカラーワンピース〈ティアード〉　H ¥1,080　700157　Z ¥9,818 （リバティプリント･タナローン：3.0m　貝ボタン13㎜：1コ）

フレアギャザードレス　H ¥1,080　700138　Z ¥7,776 （リバティプリント･タナローン：2.4m）

クロッシェレイシーストール　Z ¥1,750 （クロッシュコットン：4コ　RP：403750）

ドルマンブラウスⅡ　H ¥1,080　700159　Z ¥5,444 （リバティプリント･ 綿麻スラブローン：1.5m　貝ボタン13㎜：1コ）

■リバティプリント ･ 綿麻スラブローン
¥3,564/m　108 〜110cm 幅　［ 綿90% 麻10% ］　日本製　5 月10日発売

314122 314123314121

〈眠れるバラ〉の柄名どおりのシンプルで繊細、かつロマンティックな
雰囲気の人気柄を白地の爽やかな配色で。ナチュラルな素材感です。

スリーピング ･ ローズ 　Sleeping Rose
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04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。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

リバティプリント･タナローン　¥3,240/m
約110cm幅　［綿100%］　日本製

リバティプリント･タナローン　¥3,240/m
約110cm幅　［綿100%］　日本製

リバティプリント･タナローン　¥3,240/m
約110cm幅　［綿100%］　日本製

　ラミネート　¥2,052/ 本
105〜108cm幅×約 50cm　　［綿 100%（表面 PVC コーティング）］　日本製

■アロハ・ベッツィ　Aloha Betsy
人気の〈ベッツィ〉がトロピカルにリメイクされた、2017年春夏の新柄。
南国の小島や熱帯植物が散りばめられています。

314073 314074 314075

■アンジェリカ・ガーラ　Angelica Garla （83% 縮小）

■ストロベリー・シーフ　Strawberry Thief （75% 縮小）

大花を繊細な線画で表現した〈ミセス・ロビンソン〉をベースに、使いや
すく描き直した柄。シックな色づけで初の地色つきも登場。

ウィリアム・モリスがインテリア用にデザインした柄をタナローン用にリサイズ
した人気柄。使いやすい落ち着いた配色でそろえました。

314211 314212 314213

314221 314222 314223

■グレンコット・ハウス　Glencot House （83% 縮小）
伝統的なトワル・ド・ジュイをモダンにアレンジした柄。英国サマーセット
にあるビクトリア調の邸宅のスケッチから誕生しました。

314171 314172 314173

■ジュニパー　Juniper
イスタンブールのバザールをテーマにしたコレクションの中の柄。個性的な
オニゲシの花のプリントを、着こなしやすい配色で。

314096 314097 314098

■スモール・スザンナ　Small Susanna 
大小さまざまなひまわりをモチーフにした、繊細な描写が目を引くデザイン。
2005年発売の〈スザンナ〉を縮小し、2008年に発売された人気柄。

314080 314083314081 314084314082 314085

■ペインターズ・メドウ　Painter's Meadow（120% 拡大）

■ダルウィッチ・パーク　Dulwich Park 

■エメラルド・ベイ　Emerald Bay

■ヘッジロウ　Headgerows ■トレスコ　Tresco ■スペックルド・スカイ　Speckled Sky 

■ボスフォラス　Bosphorus 

■ハッピー・ブルーム　Happy Bloom

■ポピー＆デイジー　Poppy&Daisy （83% 縮小）

英国の牧草地を伸びやかなタッチで描いた柄。色とりどりの花が咲く
田園風景を、夏らしいカラフルな4配色でお届けします。

ダルウィッチの庭園をテーマにローズをメインに線画で手描きした柄。
濃色地に落ち着いたカラーリングの花々が浮かび上がります。

豪州のアボリジニアートによく使われるモチーフをヒントにした柄。ハンド
ペイントならではの素朴でおおらかな表現が持ち味です。

マザーグースの一節をテーマにしたコレクションの中の柄。一列に植えた
低木の生け垣に小さな花々が咲く様子を描いて。

世界中から収集したコレクションで名高いトレスコ・アビー・ガーデンの植
物がモチーフ。多彩な植物を水彩画でみずみずしく表現。

〈スペックルド・クラウズ〉〈パフ〉の2柄を組み合わせた柄。霧のような
抽象的なバックに、グラフィカルな雲の模様を重ねて。

シルクロードをテーマにしたコレクションの中の柄。古代イカット織りの
モチーフから、アウトラインを省略して大胆にアレンジしました。

マザーグースの一節をヒントにした柄。花畑の花
たちが表情豊かに語りかけてくる楽しい柄。

1900年代に大ヒットし、2002年にリバイバルした人気柄。ラインで縁
取ったポピーやデイジーの花を塗り分けた素朴な表現が魅力。

■メリー・メリー　Mary Mary 
見事な花壇の植え込みの中に、ジョウロや
シャベルも描かれています。

314069

314218

314224

314177 314174 314184

314076

314070

314219

314225

314178 314175 314185

314077

314071

314220

314226

314179 314176 314186

314078

314072

314079

314093

314094 314095

■グーシー・グラッドラッグス　Goosey Gladrags 
おめかしをしたガチョウたちが草むらに出かける
様子を描いた楽しいカンバセーショナル柄です。

314091 314092

314214 314215 314216 314217

■コーラ　Cora （125% 拡大） 
1963年と2012年の花柄をミックスしたモノトーンの中花プリント。繊細
なペン画で表現したバラの連続柄を、使いやすい濃地の配色で。

314086 314087 314088

■ローズ・ザンジー　Rose Xanthe （70% 縮小） 
アーカイブに収められていた19世紀の本の中の柄をベースにした花柄。
ペン画タッチのイングリッシュローズを、優しいカラーリングで。

314066 314067 314068

夏のリバティプリント2017ご予約受付中
5月10日（水）発売／予約受付開始4月10日（月）

7月10日（月）発売／予約受付開始4月10日（月）

6月10日（土）発売／予約受付開始4月10日（月）

　 バイアステープ　¥648/ 袋
約4cm幅×2m入　［綿100%］　日本製	

　 バイアステープ　¥648/ 袋
約4cm幅×2m入　［綿100%］　日本製	

5月25日（木）発売／予約受付開始4月10日（月）

314148 314149 314150

■ロス　Ros
愛らしいパンジーが生き生きと描かれた柄。夏のトップスにぴったりな、
さらりとした触感と程よい透け感のスノーカットドビーでご紹介。

リバティプリント･スノーカットドビー　¥3,564/m
106〜108cm幅
［綿100％］　日本製

5月25日（木）発売／予約受付開始4月10日（月）

314153 314154 314155

■オーガスト ･ ローズ　August Rose
アーカイブの中にあったローズをヒントに、2012年にデザインされた柄。
伸縮性がありながらも、縫いやすく扱いやすいシェラトンジャージで。

リバティプリント･ シェラトンジャージ　¥3,132/m
110〜112cm幅
［綿100%］　日本製

6月10日（土）発売／予約受付開始4月10日（月）

314180 314181 314182

■スザンナ・ストライプ　Susanna Stripe
〈スモール・スザンナ〉〈クレア・オード〉〈スナッグ〉を組み合わせた
ホビーラホビーレオリジナルのビスポーク柄。3柄の絶妙なバランスが魅力。

リバティプリント ･ タナローン　¥3,456/m
約110cm幅
［綿100%］　日本製

460359 460360

314191 314194 314197

460370 460372

リバティプリント･
カットクロスセットＭ　¥3,888/ 個
約21×22cm角･20枚入

リバティプリント･アイロンアップリケ
〈フラワーＬ〉　¥1,080/袋

約60mm･3 枚入　6 月10 日発売

リバティプリント･
ミニスワッチボックス　各 ¥2,268/ 個
約7cm角･16種･64枚入

バッグ＆ティッシュケース
Z	各¥3,392　RP:395032使用
バッグ約25×20cm	ティッシュケース約10×13cm	

314128

460366

〈ピンク〉314126

〈ピンク〉354030

〈ブルー〉314127

〈ブルー〉354031
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こだわりのファブリック

この夏をより快適にする、上質で清涼感のある多彩な

ファブリックを揃えました。吸湿性はもちろん、

ソフトで心地よいファブリックを厳選。

仕立て映えするウエアの数 と々ともにご紹介します。

1　ボーダー柄が映えるすっきりとしたホルターネックワンピースは、一枚でスタイリッシュな装いに。

2　綿サテンの光沢が上品なギャザードレス。肩をほどよくカバーするフレンチスリーブがポイント。

4月20日、5月10日発売

■モードコレクション･
　綿スラブローン〈わたげ〉
¥2,700/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］
日本製　4 月20 日発売

314002 314003314001

ナチュラルな風合いのスラブローン。柔らかな綿毛を繊細に表現した
ボーダープリントは、ワンピースやスカートなどに。

■モードコレクション･
　綿サテン〈ピオニー〉	
¥3,024/m　110 〜112cm 幅　［ 綿100% ］
日本製　4 月20 日発売

314007 314008314006

ピオニー〈芍薬〉や様々な草花のブーケを大胆に配置した
華やかなプリント。綿サテンの上品な光沢と落ち感がおしゃれ。

■ローンプリント〈ドット〉
¥2,376/m　108 〜110cm 幅　［ 綿100% ］
日本製　4 月20 日発売

314058 314059314057

なめらかで上品な光沢のある綿ローンに、ラフなタッチの
水玉模様をプリント。使いやすい３色で展開しています。

3、4　初登場の二部式ゆかた。市販の帯でコーディネートの幅が広がります。

4/20発売

4/20発売

サンドレスと上着のセット。簡単に着付け

られるマジックテープ式のつけ帯もご紹介。

暑くなった時には、簡単に

サンドレス姿に着替えるこ

とができます。

夏こそ！ここちよい素材でハンドメイド
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■麻プリント
¥3,456/m　108 〜110cm 幅　［ 麻100%（ラミー）］　
日本製　4 月20 日発売

314029 314030314028

314031

筆タッチで描いた大花柄を適度な厚みの麻素材にプリント。
表面の毛羽立ちを抑え、加工を施したしなやかな風合いが魅力。

■モードコレクション･綿サテン
　〈シルエットフラワー〉
¥3,240/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］
日本製　5 月10 日発売

314042 314043314041

上品な光沢となめらかな風合い、 適度な落ち感のある綿サテン。
大胆な筆づかいで色を何層も重ねた、大人向けの花柄。

■モードコレクション
　〈ドットボーダージャカード〉

■パウダースノー
　ウォッシュリネン

314024

314027

314025314023

314026

¥4,752/m　約135cm 幅　［ 麻100%（リネン ）］　
日本製　4 月20 日発売

リネン特有の弾力とネップが素材の表情を引き立てる無地素材。
ヴィンテージタッチと洗いざらしのシワ感を加工で施しました。

¥5,400/ 個　110 〜112cm 幅×約80cm/ パック
［ 綿72% シルク28% ］　日本製　5 月10 日発売

314049314047

軽やかなシルク混のジャカード素材。ドットと透け感をグラデー
ションに織り込んだパネル柄。手洗いができます。

1
2
3
4
5
6

ホルターネックワンピース〈ボタン〉　H ¥1,080　700094　Z ¥5,217 （モードコレクション･ 綿スラブローン〈わたげ〉：1.9m　貝ボタン･クロ11.5㎜：1コ）

フレンチギャザードレス　H ¥1,080　700144　Z ¥7,560 （モードコレクション･ 綿サテン〈ピオニー〉：2.5m）

ゆかた　H ¥1,620　700181　ゆかた　Z ¥15,120 （モードコレクション･ 綿サテン〈ピオニー〉：5m）　帯　Z ¥2,722 （スラブコットン：1.4m）　＊マジックテープ・ヒモ別売

こどものゆかた　H ¥1,296　700180　ゆかた　Z ¥7,128 （ローンプリント〈ドット〉：3.0m）　帯　Z ¥1,556 （スラブコットン：0.8m）　＊マジックテープ・ヒモ別売

シンプルワンピース〈半袖〉　H ¥1,080　700155　Z ¥8,100 （モードコレクション･ 綿サテン〈シルエットフラワー〉：2.5m）

スモックブラウス〈半袖〉　H ¥1,080　700171　Z ¥4,277 （ローンプリント〈ドット〉：1.8m）

7
8
9

10

ノースリーブワンピース　H ¥1,080　700139　Z ¥7,258 （麻プリント：2.1m）

ラップワンピース〈フレンチ袖〉　H ¥1,080　700176　Z ¥11,405 （パウダースノーウォッシュリネン：2.4m）

タックフレンチチュニック（応用）　H ¥1,080　700122　Z ¥7,247 （モードコレクション･ドットボーダージャ

カード：1コ　ファインローンコレクション：0.9m　貝ボタン13㎜：1コ）

フレアドレス　H ¥1,080　700175　Z ¥8,640 （麻プリント：2.5m）

5　綿サテンの大胆な花柄プリントのドレスは夏のおしゃれ着に。

8　前でも後ろでもリボンを結ぶことができるラップワンピース。

7　ボタニカル柄のノースリーブワンピースで大人っぽく。

10　新デザインのフレアドレスは、この夏おすすめの一枚。

6　たっぷりギャザーで風が通る、軽い着心地の水玉ブラウス。

9　透け感のある素材で軽やかに装う、夏のブラックスタイル。

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。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　 	IS＝つくり方シート　RP＝レシピ（無料ダウンロードできます）

4/20発売

4/20発売

5/10発売

5/10発売

4/20発売

4/20発売
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1　ラッセルレースの軽やかさと花柄が優しい雰囲気のブラウス。

3　繊細な２色づかいのレースが、シンプルなブラウスに映えて。

7　トープカラーに白いレース刺しゅうがエレガントなブラウス。 9　夏のおしゃれ小物にぴったりのレース地のバッグを３色展開で。

5、6　半袖風のフレンチ袖とゆったりしたシルエットがポイントです。

2　ボーダー柄と透け感を効果的に使ったボートネックブラウス。

4　どんなトップスでもおしゃれ度をアップするレースのスカート。

8　ネイビー地のチュニックは、この季節のマストアイテム。

■ローンレース〈サークル〉
¥3,456/m　106〜108cm幅（レース有効幅
約98〜100cm）　［生地：綿100% 刺しゅう糸：
綿･ポリエステル］　日本製　4 月20日発売

314012

314014

314011

314013

ナチュラルな風合いの糸でサークル柄の刺しゅう
を施したレース。ウエアから小物まで使いやすい
４色をご紹介。

■カラーレース〈フラワーサークル〉
¥4,104/m　約98cm 幅　［生地：綿100% 
刺しゅう糸：ポリエステル100% ］　日本製　
5 月10 日発売 

314052

314054

314051

314053

生地全面に繊細な刺しゅうを施した、贅沢な綿
レースです。適度なハリがあるため、ウエアだけ
でなく小物にも最適。

■フラワーレース
¥5,184/m　 約98cm 幅（レース有効幅
約96cm ）　［ 生地：綿100% 刺しゅう糸：
綿･ ポリエステル］　日本製　4月20日発売

314020314019

314021

ナチュラルな風合いの２色の糸で全面に花の刺
しゅうを施した、高級感と面白みを併せ持つレー
スファブリックです。

■ラッセルレースプリント
¥4,104/m　110 〜112cm 幅（レース有
効 幅 約110cm ）　［ ポリエステル100% ］　
日本製　4 月20 日発売

314017314016

ほどよい厚みのラッセルレース地にクラシカル
なローズ柄をプリント。しなやかで肌ざわりの
良い素材です。

■コードラッセルレース
¥4,752/m　約112cm 幅　［レーヨン40% 
綿35% ナイロン25% ］　日本製
5 月10 日発売

314056314055

適度なサイズの花柄と格子柄をボーダー状に
編んだラッセルレース。一枚でも、他の生地
との重ね使いなど使い方はいろいろ。

1
2
3
4
5

ロールカラーブラウス　H ¥1,080　700157　Z ¥7,074 （ラッセルレースプリント：1.7m　貝ボタン13㎜：1コ）

ボートネックブラウスⅡ・応用〈半袖〉　H ¥1,080　700170　Z ¥6,653 （コードラッセルレース：1.4m）

ノースリーブブラウス　H ¥1,080　700105　Z ¥6,837 （フラワーレース：1.3m　貝ボタン13㎜：1コ）

タックプリーツスカート　H ¥1,080　700135　Z ¥9,850 （フラワーレース：1.9m）

こどもの Vネックワンピース　H ¥1,080　700178　Z ¥4,590 （ローンレース〈サークル〉：1.3m　貝ボタン13㎜：1コ）

6
7
8
9

Vネックチュニック〈半袖〉　H ¥1,080　700177　Z ¥6,567 （ローンレース〈サークル〉：1.9m）

ホルターネックブラウス〈ボタン〉　H ¥1,080　700094　Z ¥5,811 （カラーレース〈フラワーサークル〉：1.4m　貝ボタン･シロ11.5㎜：1コ）

タックフレンチチュニック　H ¥1,080　700122　Z ¥8,306（カラーレース〈フラワーサークル〉：2.0m　貝ボタン13㎜：1コ）

コニーバッグM　Z 各 ¥3,456　a：354024　b：354023　c：354025　約31 ×42 ×7㎝

4/20発売

4/20発売 4/20発売

4/20発売

4/20発売

5/10発売

5/10発売5/10発売

1

3
4

5

6

2

7

8

9 a

9 b

9 c



08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。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

ブライダルベア〈和装〉　Z ¥8,208　353994　高さ約26㎝

リングピロー〈花結〉　Z ¥5,400　353993　約18 ×18㎝

1
2

ブライダル
日本の伝統を再発見する流れで、和装結婚式の人気が高まっています。

和テイストの小物でブライダルシーンを演出してみませんか。

5月10日発売

2

1

1　洗練されたボーダー柄をシンプルに活かした、ワインカラーのドレス。

2　総刺しゅうを施したトープカラーのレースで、エレガントなブラウスに。

■Guegain〈ボーダーレース〉 ■Guegain〈オーバーレース〉
¥14,040/m　約140cm 幅　

［ 生地：麻100% 刺しゅう糸：綿100% ］　フランス製
¥8,640/m　約150cm 幅　

［ 生地：綿100% 刺しゅう糸：綿100% ］　フランス製
羽のように軽いモスリン素材に細番手の糸で全面レース加工をしました。
軽やかに仕上がるので、ブラウスなど夏のおしゃれにぴったりです。

ゲガン社オリジナル素材のリネンに、裾ボーダー柄のレースを施しました。
バーガンディとインディゴの2 色展開です。

フレアドレス・応用〈横地ギャザー〉　H ¥1,080　700175　Z ¥23,868（Guegain・ボーダーレース：1.7m）

ロールカラーブラウス　H ¥1,080　700157　Z ¥10,466（Guegain・オーバーレース：1.2m　ボタン13㎜：1コ）

1
2

GUEGAINのレースに魅せられて

優れたデザイン性と美しい色使いで注目を集める、
フランスの老舗エンブロイダリーメーカー〈アルベール・ゲガン社〉。
夏の装いに向けた、ホビーラホビーレ別注の限定商品が届きました。

4月20日発売／一部限定店舗にてご紹介

314302 314304314303 314305

1 2

1　 羽織袴と白無垢姿の豪華なブライダルベア。

2　金蘭の生地を使用したピローにお花を飾った、華やかなリングピロー。

〜ゲガン〜

❶4月20日（木）〜 5月 7 日（日）　日本橋三越本店
❷5月10日（水）〜 5月22日（月）　ジェイアール名古屋タカシマヤ店
❸5月25日（木）〜 6月11日（日）　阪急うめだ本店
＊ご予約は4月19日（水）まで日本橋三越本店にて承ります。＊発売日以降、各店舗にて取り寄せを承ります。

＊オンラインショップでの取り扱いはございません。　＊限定商品につき、なくなり次第終了とさせていただきます。

ご紹介スケジュール
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おでかけニット
夏のニットはおしゃれのスパイス。シンプルな着こなしに手編みをプラスした

おでかけスタイルの提案です。新しい手編み糸「ジュートミックス」をはじめ、

個性的なサマーヤーンがそろいました。

1　丸く編んだパイナップル編みの本体に持ち手をつけたバッグ。水に強いので、ビーチでも大活躍。

2　ブリムがパイナップル編みの帽子。糸にハリがあるので、たたんでバッグに入れても元どおりに。

4月20日、5月10日発売

5/10発売

01 06 07 08 09 1005040302色番フェスタ
¥918/ 玉　50g/120m　［ナイロン100% ］　全10 色　日本製　4 月20 日発売

ナイロンを原料とした薄くて軽いテープヤーン。カギ針編みの夏の小物づくりに最適です。

1

2

夏こそ！ここちよい素材でハンドメイド
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01 02 03

ジュートミックス
¥972/ 玉　50g/72m　［ 指定外繊維（ジュート） 79%　
アクリル21% ］　全3 色　日本製　4 月20 日発売

流行のジュートにカラフルな色
彩と形 状が楽しい絣 糸を組み
合わせました。カギ針編みの小
物づくりに。

細いエジブト綿を原料としてリリヤン機
で編み上げた糸。繊細なカギ針編みか
ら棒針編み、多色づかいの小物まで様々
に楽しめます。

リネンとラメの周囲をカラー ポリエステ
ルとレーヨンでランダムにカバーリング。
ナチュラル感とラメの輝きを併せ持つ洗
練された糸。

05 26 04 07 21 27 31
★

32
★

28 29 15 33
★

2001
★

30色番 01 02 03 04色番

3　四角く編んだ底に側面を編み上げていくショルダーバッグ。シンプルな手法だけで完成します。

4　底が円形のトートバッグは細編みでしっかりとした仕上がりに。持ち手も本体から続けて編んで形づくります。

5　楕円形の底から側面を編む四角いバッグ。長編みと鎖編みの方眼編みでザクザク編み上げます。

コットンフィールファイン
¥648/ 玉　25g/160m　［ 綿100%（ エジプト綿 ）］
全15 色　日本製　発売中

シャイニーリネン
¥1,296/ 玉　50g/90m　［麻83%（リネン） ポリエステル11% レーヨ
ン6% ］　全4 色　イタリア製　発売中

6　カギ針編みのアラン模様で編んだジレ。ワイドパンツは6 ペー

ジのパウダーウォッシュリネン使用。

7　１枚あると重宝するロングカーディガンは、控えめなラメ感が

大人の雰囲気。

9　存在感のあるカラフルなモチーフバッグは伊藤浩史さんデザイン。

1
2
3
4
5

フェスタパイナップルバッグ　Z 各 ¥3,780 （フェスタ：4コ　RP：403747）　約23 ×48 ×24㎝

フェスタパイナップルハット　Z 各 ¥2,862 （フェスタ：3コ　RP：403746）

ジュートショルダーバッグ　Z ¥5,940 （ジュートミックス：6コ　RP：403740）　約25 ×37 ×12㎝

ジュートトートバッグ　Z ¥4,968 （ジュートミックス：5コ　RP：403738）　約25 ×42 ×17㎝

ジュートマルシェバッグ　Z ¥3,996 （ジュートミックス：4コ　RP：403739）　約32 ×31 ×6㎝

6
7
8
9

ファインロングジレ　Z ¥7,668 （コットンフィールファイン：11コ　IS：403741）

リネンロングカーディガン（応用）　Z ¥11,135 （シャイニーリネン：8コ　貝ボタン15㎜：3コ　IS：403331）

ラフィスグランハット　Z ¥3,564 （ラフィスグラン：4コ　RP：403743）

ラフィスフラワーバッグ　Z ¥13,500　403761　約28 ×38㎝

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。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

色番

NEW
4/20発売

4/20発売 4/20発売

4/20発売

マニラ麻を原料とした和紙を甘撚
りにした糸。軽くてほどよいハリが
あり、ドライな質感は、カギ針編
みの夏小物づくりに最適です。

0201 07
★

08
★

03 04 05 06色番

ラフィスグラン
¥864/ 玉　40g/62m　［指定外繊維（和紙）100%］
全8 色　日本製　発売中

8　細編みとくさり編みだけで編める帽子。ブリムの縁に芯を

入れなくても、形が整います。

4/20発売

3

4

5

6
7

8

9

★…新色 ★…新色
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1
2
3

アネモネクロッシェブランケット　Z ¥5,854 （クロッシュコットン1 色：5コ　9 色：各1コ　RP：403744）　約92 ×92㎝

プチフラワーストール　Z ¥4,644　403762

アネモネクロッシェバッグ　Z ¥5,789 （クロッシュコットン1 色：3コ　9 色：各1コ　ファインスケア：0.5m　持ち手プラスチック13㎝：1コ　

RP：403745）　約25 ×35㎝

4
5
6

シェリーリブセーター　Z ¥3,996 （コットンシェリー：6コ　RP：403742）

リネンベスト　Z ¥5,292 （ファインリネン：5コ　IS：403748）

クロッシェミニバッグ　Z 各 ¥1,998 （コットンソレイユ：2コ　IS：403328）　約15 ×25㎝

コットンの単糸をリリヤン編み機で編
み上げた糸。 ふくらみのある軽やか
な風合いとシャリ感があり、ドライな
肌ざわりが楽しめます。

コットンのリリヤンの中に、ふくらみのあ
る加工をしたナイロンの芯を入れた糸。
軽くて伸縮性のあるソフトな風合いが楽
しめます。

比較的繊維が長く、しなやかなヨ
ーロッパ産のリネン100% の糸。シル
クのような光沢とさらりとした肌ざわり
は夏に欠かせません。

10 11 1201 02 03 04 05 06 13 07 08色番 01 02 03 07
★

05 06色番02 03 04 0509
★

08 06 07色番

コットンシェリー
¥648/ 玉　40g/106m　［ 綿100% ］
全12 色　日本製　発売中

コットンソレイユ
¥810/ 玉　30g/90m　［ 綿54% ナイロン46% ］
全6 色　日本製　発売中

ファインリネン
¥951/ 玉　40g/160m　［ 麻100%（リネン ）］
全8 色　日本製　発売中

4　シンプルな編み地の前中心に入れたねじり目の１目ゴム編

みがポイント。

5　前後同じ形に編んでつないだベストは、着たときの両サイド

の落ち感が素敵。

2　ネット編みの本体の両端に、立体的な花モチーフの縁飾りをつけて。

3　アネモネのモチーフを黒糸でつないだバッグ。裏布がアクセント。

6　２玉でつくるカギ針編みのミニバッグ。編みやすい並太タイプ

の〈 コットンソレイユ 〉で。

1　9 色の糸で編んだカラフルなアネモネモチーフを、生成り糸でつないで爽やかにまとめました。

クロッシュコットン
¥411/ 玉　25g/200m　［ 綿100% ］　全22 色　日本製　発売中

コーマ糸を原料とした強撚タイプの糸で、編み上がりの清涼感が持ち味。日本製レース糸40 番と同じ太さです。

01 36 06 0720 08 27 37 38 39 10 13 142832 33 24 3430 312902色番

4/20発売

4/20発売 4/20発売

5/10発売

5/10発売

5/10発売

1

2

3

4

5

6

★…新色 ★…新色
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1
2
3

モチーフクロス〈グリーンハーブ〉　Z ¥7,776　353988　約120 ×90㎝

ティーマット〈グリーンハーブ〉　Z ¥3,240　353990　約20 ×30㎝　2 枚セット

テーブルセンター〈グリーンハーブ〉　Z ¥3,240　353989　約30 ×70㎝

4 コースター〈グリーンハーブ〉　Z ¥3,456　353991　約11 ×11㎝　6 枚セット

＊1〜4 イラスト：髙野紀子

ハーブコレクション
摘みたての爽やかなハーブでお部屋をイメージチェンジ。繊細なグラデーション印刷とシンプルな

ステッチを組み合わせた、モチーフクロスやテーブルまわりの布小物のご提案です。

初夏に向けて、ぐんぐん成長していくハーブの姿をハンドメイドで楽しみます。

5月10日発売

1　ハーブの名前と葉っぱ部分は色印刷。花や茎、輪郭をステッチして、さわやかに仕上げます。

2　心地よい時間を楽しめる、リバティプリントをあしらった2 枚セットのティーマット。 3、4　ハーブづくしのテーブルセンターとコースターで、初夏のおもてなしを演出。

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。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

2

3 4

1
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刺し子のある
暮らし
シンプルな手仕事でありながら、

現代の日常にもなじむ、魅力的な刺し子。

伝統柄を組み合わせた、

おしゃれ小物や暮らしまわりのアイテムで、

夏支度を始めましょう。

1　スラブコットンの刺し子布の本体にバンブーの持ち手をつけた夏のおめかしバッグ。

2　ハンカチーフや扇子など夏に欠かせない持ち物は、刺し子のフラットポーチに収めて。

5月10日発売

1
2

刺し子のバッグ　Z ¥5,184　353997　約23 ×35 ×8㎝

刺し子のフラットポーチ　Z ¥3,240　353998　約15 ×21㎝

3
4

刺し子のコースター〈リーフ〉　Z ¥3,456　353996　約15 ×11㎝　6 枚セット

刺し子のステッチクロスⅡ　Z ¥3,672　353995　約47 ×47㎝

3　刺し子を施したリーフのコースター。ウッドビーズでつまみをつけて立体的な仕上がりに。 4　13 種類の伝統柄を9 色の糸で刺すカラフルなクロス。初心者にもおすすめです。

2

1

3 4
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SHOP INFORMATION

季節の刺し子

すっきりとした配色で楽しむ初夏の刺し子。

２色の糸で刺す、新商品の〈比翼井桁〉と

〈変わり七宝Ⅱ〉をご紹介。

ほかにも店頭では様々な柄をご用意しています。
生命力の象徴として、七夕に欠かせない笹竹。さわさわと風によそぐ笹の音に神様が宿るとされています。

笹の葉や飾りを落ち着いた色使いで表現した、大人のための七夕飾りをご紹介。

4月20日発売

ホビーラホビーレの歳時記

1　リバティプリントやオーガンジーのアップリケに、パーツやラメ糸のステッチで星の輝きを添えて。

2　初登場のクロスステッチのキットは、ビーズやスパンコールで控えめにきらめきをプラスしました。

アップリケタペストリー〈たなばた〉　Z ¥6,048　353986　約36 ×46㎝　＊イラスト：髙野紀子

クロスステッチフレーム〈たなばた〉　Z ¥4,320　353987　約29 ×18㎝

1
2

変わり七宝Ⅱ　460383　Z ¥864　＊5 月10日発売　2

比
ひ よ く い げ た

翼井桁　460382　Z ¥864　＊4 月20日発売　1

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

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】

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

神戸トアロード店　090-5192-3983

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

そごう大宮店　048-783-3078

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

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
＊ 2 017 年 3 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

459225

452078

460262

460114

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。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

1

2

＊出来あがりサイズ：約32 ×37㎝

【 EVENT】

♦2017 春 夏ソーイングフェア　開 催中～6 月30日（ 金 ） ♦特 典あり!「 はじめてのカギ針 編み 」
　体 験レッスン開 催中

第 一 弾 ! 開 催中～5 月31 日（ 水 ）
ホビーラホビーレではオリジナルデザイン74 型の中から、お好きな生地でウエアオーダーを承って
おります。オーダー承りからお渡しまで約 5 週間。期間中オーダーいただくと、メンバーズカードを
ダブルスタンプサービスいたします。ぜひこの機 会に、あなただけの特 別な一 着をつくりませんか。

「はじめてのカギ針編み」シリー
ズのキットを使った体 験レッス
ンを行っております。レッスン
に3 回ご参加いただくと、各店
で開催している手編みレッスン
に1 回 無 料でご 参 加いただけ
るチケットをプレゼントいたしま
す。レッスン日程など詳細は各
店まで。

参 加 費 : 1, 080 円（ 材 料 費 別 ）
ソーイングが初めての方におすす
めの体験レッスンを各店にて開催。
ホビーラホビーレのミシンを使っ
て、イージースカートをつくって
みませんか。店 内でお好きな生
地をお選びいただけます。レッス
ン日程など詳 細は各 店まで。

【 オーダーキャンペーン 】 【ミシン体 験レッスン 】

▲フレアドレス
（ 4 月20日から承ります。）

▲フレアギャザードレス ▲キャミソール ▲スモックブラウス

▲リバティプリントのイージースカート

▲クロッシェケース

▲ミニバスケット▲クロッシェドイリー

＊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。



次回『MONTHLY PRESS 5 月号 vol.77 』は 5 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（月）からになります。月4 10

ご自由にお持ちください

■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。

フォロワー募集中♪ 友だち募集中！

MONTHLY PRESS  vol.76 2017 年 4 月10 日発行  発行人／岸川健介  ©HOBBYRA HOBBYRE CO.2017  発行／株式会社ホビーラホビーレ  TEL 0570-037-030（代）

●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 2017 年 3 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。
●つくり方シート〈レシピ〉は無料ダウンロードできます。詳しくはホームページをご覧ください。●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。  

ステッチクロス〈日本の旅〉　Z ¥3,672　353982　約47 ×47㎝

クロスステッチフレーム〈日本の旅〉　Z ¥4,320　353983　約18 ×29㎝

ミニバッグ〈旅〉　Z ¥3,888　353984　約26 ×22 ×2㎝

1
2
3

フラットポーチ〈お土産〉　Z ¥3,456　353985　約15.5 ×21㎝

＊1〜4イラスト：平野明子

4

〜日本をめぐる〜

世界のステッチシリーズ
電車やバスを乗り継いで国内をめぐる小さな旅が人気です。

全国の名所や世界遺産、旅行グッズやお土産など、

旅のモチーフをカラフルに描きました。

お気に入りの土地でぶらりと街歩きを楽しむように、

ステッチを楽しみましょう。4月20日発売

2　観光スポットと四季の風物をクロスステッチで仕上げるフレーム。

1　旭山動物園から首里城まで、日本列島の北から南までの観光名所を色鮮やかにステッチします。

3、4　旅支度のアイテムを描いたバッグと、スイーツや土産品など旅のお楽しみをモチーフにしたポーチ。
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LINE@


