
ハンドメイドからはじまる、すてきな暮らし…
ホビーラホビーレ

月刊情報誌 マンスリープレス増刊号2012年秋冬・ニットコレクション

編むって楽しい！



2012年秋冬・ニットコレクション

アクセサリースヌード　Z￥5,933（ソワブリエ　04：2コ　シャイニーフィル01：1コ

ポリエステルわた：1袋　IS-2406）　

イギリスゴム編みベスト　Z￥9,608（ソワブリエ　02：4コ　IS-2395）

サイドレイシーカーディガン応用　Z￥12,957（ソワブリエ　05：5コ

キザミボタン13mm：7コ　IS-3090）　

リングフリルマフラー　Z￥2,678（ソワブリエ 　03：1コ　IS-2390）　

フリルギャザーマフラー　Z￥4,988（ソワブリエ　 01：2コ　IS-2407）

＊1.4.5　10/10発売

1.

2.

3.

4.

5.

リーフスヌード　Z￥5,408（プレミアムカシミヤ100　03：3コ　IS-2410）

リーフキャップ　Z￥5,408（プレミアムカシミヤ100　03：3コ　IS-2410）　

クローバーマフラー　Z￥5,408（プレミアムカシミヤ100　03：3コ　IS-2381）

ベビーボーダーキャップ＆ソックス（ブルー）　Z￥5,408（プレミアムカシミヤ100　02：2コ　03：1コ　IS-2379）

ベビーボーダーキャップ＆ソックス（ピンク）　Z￥5,408（プレミアムカシミヤ100　01：2コ　03：1コ　IS-2379）

ケーブルキャップ応用　Z￥5,408（プレミアムカシミヤ100　05：3コ　IS-2253）

ケーブルマフラー応用　Z￥7,088（プレミアムカシミヤ100　05：4コ　IS-2253）

カシミヤベスト（ladies）　Z￥13,965（プレミアムカシミヤ100　04：8コ　IS-3134）　

カシミヤベスト（mens）　Z￥17,871（プレミアムカシミヤ100　05：10コ　ボタン20mm：2コ　IS-3134）

＊5.6.10～13　10/25発売

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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高級素材カシミヤ100％の繊細な糸を編みやす
い太さに撚りあわせました。柔らかな肌触り、
軽くて保温性にすぐれた特徴はカシミヤ100％

ならではのものです。ベビーから大人まで、小物、ウエアな
どいろいろなアイテムでお楽しみください。

合太タイプ　￥1,680／玉

全5色　＊発売中

プレミアムカシミヤ100

繊細なやわらかさのキッドモヘヤを中心に、光沢のあるシルクと落
ち着いた輝きのゴールドとシルバーのラメの小さなノットヤーン（※）

を撚り合わせました。それぞれの素材が響き合い、絶妙なハー
モニーが生まれました。シンプルな編地も魅力的に仕上がります。
（※糸を撚る際に結びめの様に節をつくりながら撚った糸）　

中細タイプ　￥2,310／玉　全5色　＊発売中

ソワブリエ

baby



P01.02 一部を除き発売中　Z＝材料セット価格　  IS＝つくり方シート

ブロッサムオフタートルベスト　Z￥8,558（モヘヤブロッサム　01：6コ　IS-2388）　

リングフリルマフラー　Z￥3,098（モヘヤブロッサム　03：2コ　IS-2390）　

ブロッサムキャップ　Z￥3,098（モヘヤブロッサム　05：2コ　IS-2389）

ブロッサムマフラー　Z￥3,098（モヘヤブロッサム　02：2コ　IS-2389）

ブロッサムレーシーベスト　Z￥8,558（モヘヤブロッサム　04：6コ　IS-2387）　

1.

2.

3.

4.

5.

レーシーヨークチュニック　Z￥8,085（シャイニーツイード　02：8コ　IS-3127）　

レーシーヨークジャンパースカート kids　Z￥5,250（シャイニーツイード　01：5コ　IS-3128）

パプコーンポーチ（グレー）　Z￥4,148（シャイニーツイード　05：2コ　マーブル口金・角　18cm：1コ　IS-2405）　

パプコーンポーチ（ブラック）　Z￥4,148（シャイニーツイード　06：2コ　マーブル口金・角　18cm：1コ　IS-2405）　

ツイードハット　Z￥3,203（シャイニーツイード　04：3コ　IS-2386）　

ツイードバッグ　Z￥5,618（シャイニーツイード　06：4コ　ウールフォレスト　13：2コ　IS-2385）　約19×28×10cm

バッグに付けたウールニットコサージュ〈ピンク〉　TG-PS 091-P　Z￥1,575　

ツイードポンチョ　Z￥8,085（シャイニーツイード　04：8コ　IS-3130）　

6.

7.

8.

9.

10.

11.

トゥインクルボレロ　Z￥7,844（トゥインクルファー　07：5コ

ウールキュートプチ　25：1コ　IS-2415）　

トゥインクルマフラー（ワイン）　Z￥3,308（トゥインクルファー　02：2コ　IS-2415）

トゥインクル（ダークグレー） 　Z￥3,308（トゥインクルファー　06：2コ　IS-2415）　

＊12～14　11/10発売

12.

13.

14.
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素朴な風合いのツイードに繊細なラメの混じるブークレヤーン（※）をか
らめた新しいタイプの糸です。糸そのものに特徴があるので、シンプ
ルな編地から模様編みまでいろいろな表情をお楽しみいただけます。
（※糸を撚る際に小さなループをつくるなど糸に表情を漬けた糸）

並太タイプ　￥945／玉　全6色　＊発売中

シャイニーツイード

かすり染めしたウールで果実のようなノットをつくり、それと同じ色
のロンググラデーションのモヘヤ糸と撚り合わせました。優しい色の
変化とロングピッチのグラデーションが大人の可愛らしさを演出しま
す。軽やかな編み上がりとキッドモヘヤ（※）の優しい肌触りが魅力です。
（※生後 3ヵ月までの仔山羊からとれる糸。光沢が特徴です。）

並太タイプ　￥1,365／玉　全5色　＊発売中

モヘヤブロッサム

毛足の長いモールの中にき
らきらと輝くフィルムをミック
スした、お洒落なファーヤー

ンです。ジャンボ針でザクザクと編めて、
編み上がりのゴージャス感が魅力です。

極々太タイプ　￥1,470／玉

全7色　＊11/10発売

トゥインクルファー

kids



2012年秋冬・ニットコレクション

ドライブマフラーＣ　Ｚ￥2,258（ロービングルル　10：2コ　IS-2383）

ローズマフラー　Ｚ￥2,258（ロービングルル　08：2コ　IS-2384）

ローズブローチ　Ｚ￥1,943（ロービングルル　08：1コ　皿付きストールピン ：1コ　IS-2384）

アランスヌード　Ｚ￥3,728（プチネップフォープライ　06：4コ　IS-2382）

ガーターケーブルスヌード　Ｚ￥4,568（ロービングキッス　13：5コ　IS-2394）　

フローラルストール　Ｚ￥6,143（モヘヤプリュム　06：5コ　IS-2403）　

13.

14.

15.

16.

17.

フェアアイルベスト Z￥9,030　HHK-199

フェアアイルキャップⅡ　Z￥4,200　HHK-200

フェアアイルグローブⅡ　Z￥4,200　HHK-201

カーニバルミトン　Z￥3,990　HHK-206

カーニバルスヌード Z￥6,720　HHK-205
●18～20　デザイン：風工房　 21.22　デザイン：七海光

18.

19.

20.

21.

22.

キャンディモヘヤマフラー　Z￥4,358（キャンディモヘヤ　01：1コ　モヘヤプリュム 06：2コ　IS-2401）

キャンディモヘヤキャップ　Z￥4,883（キャンディモヘヤ　01：2コ　モヘヤプリュム　06：1コ　IS-2401）　　

キャンディモヘヤキャップ kids　Z￥3,203（キャンディモヘヤ　02：1コ　モヘヤプリュム　01：1コ　IS-2401）　

キャンディモヘヤマフラー kids　Z￥3,203（キャンディモヘヤ　02：1コ　モヘヤプリュム　01：1コ　IS-2401）　

ガーターマフラー kids　Z￥2,048（キャンディモヘヤ　03：1コ　IS-2402）　

ガーターマフラー　Z￥3,728（キャンディモヘヤ　06：2コ　IS-2402）　

10.

11.

12.

パッションフラワースヌードA　Z￥7,770　HHK-197A

パッションフラワースヌードＢ　Z￥7,770　HHK-197B

パッションフラワーバッグA　Z￥7,350　HHK-198A　約26×35cm　　　　

パッションフラワーバッグＢ　Z￥7,350　HHK-198B　約26×35cm　         
●1～4デザイン：遠藤ひろみ

1.

2.

3.

4.

メビウススヌード　Z￥7,928（ストレッチポップ　02：6コ　IS-2391）　

ストレッチリストウォーマー　Z￥2,888（ストレッチポップ　01 04：各1コ　IS-2392）　

ストレッチキャップ kids　Z￥2,888（ストレッチポップ　05 06：各1コ　IS-2393）　

ストレッチポンチョ kids　Z￥5,408（ストレッチポップ　06：3コ　05：1コ　IS-2393）　

ストレッチキャップ　Z￥2,888（ストレッチポップ　03 08：各1コ　IS-2392）　

5.

6.

7.

8.

9.
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エキストラファインメリノ（※）の起毛糸にポリウレタンを加え、ストレッチ
性を持たせました。ソフトな風合いと型崩れしにくい着心地のよさが特
徴です。ヴィヴィッドカラーで小物にもおすすめです。
（※メリノウールの中でも特に繊維が細いもの）

並太タイプ　￥1,260／玉　全9色　＊発売中

ストレッチポップ

カラフルなウールのポンポンに太めのモヘヤを撚り合わせたポップで楽
しい糸です。帽子やマフラーなどの小物がジャンボ針でザクザク編める
のが魅力。モヘヤプリュムと組合わせ、部分的に使ってもカラフルで楽
しい色が引き立ちます。

極々太タイプ　￥1,680／玉　全6色　＊発売中

キャンディモヘヤ

マフラー・スヌード・ストール
手軽に編めるアイテムといえば、マフラーやスヌード。
お花のモチーフつなぎや、色の変化で多色使いに見えるデザインをそろえました。
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P03.04 一部を除き発売中　Z＝材料セット価格　  IS＝つくり方シート

ムースボーダーポンチョ　Z￥11,760（ゼニアムース　01 02：各3コ　05 06 08 10：各2コ）

ペイルカラーブランケット　Z￥11,288（ファインモヘヤ　05 09：各1コ　01 02 13 14：各2コ　18：3コ　IS-2398）　

キャップ（レッド）　Z￥2,048（ファインモヘヤ　04：2コ　IS-2396）

キャップ kid's（グリーン）　Z￥1,208　（ファインモヘヤ　15：1コ　IS-2397）　

フードスヌード　Z￥3,728　（ファインモヘヤ　18：4コ　IS-2396）　

フードスヌード kid's　Z￥2,888（ファインモヘヤ　13：3コ　IS-2397）　

プレートケーブルバッグ　Z￥6,720（モヘヤプリュム　08：3コ　09：2コ　スラブコットン：0,5ｍ）　

クラッチバッグ・フラワー　Z￥10,962　（ウールシェイプ　24：2コ　01 03 04 06 08 10 11 12 13  14 15 16 17 20 22 23：各1コ

マーブル口金・角 18cm：1コ）

クラッチバッグ・バタフライ　Z￥7,392　（クロッシュコットン　07：3コ　刺しゅう糸　アンカー25#　col73：10束　col74：9束

col49：7束　col60：5束　col48 col66 col85：各3束　col52：1束　マーブル口金・角 約18cm：1コ）

1.5.6.7　＊つくり方は、書籍（別売）をご覧ください。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

モチーフポンチョ　Z￥8,873（ロービングルル　10：9コ　IS-2404）　

モチーフポンチョ kid’s　Z￥5,093（ロービングルル　01：5コ　IS-2404）

ガーターヨークベスト　Z￥8,715（ロービングキッス　32：8コ　フェルトボタン30mm：2コ　IS-3132）　

ガーターヨークベスト kid’s　Z￥5,145（ロービングキッス　23：4コ　フェルトボタン25mm：2コ　IS-3133）　　

ドールキャップ kid’s　Z￥2,888　IS-2416

a（ゼニアムース　06 10 11：各1コ）　b（ゼニアムース　01 10 11：各1コ）

ドールセーター kid’s　Z￥5,639　IS-2416

c（ゼニアムース　06：4コ　10 11：各1コ　ボタン18mm：1コ）

d（ゼニアムース　01：4コ　10 11：各1コ　ボタン18mm：1コ）

ドレスセット〈フリルポンチョ＆パンツ〉　Z￥3,150　HHK-222　＊ドール本体（￥3,150）別売

フリルポンチョ kid’s　Z￥3,308（ウールキュート　02：5コ　12 17 22：各1コ　エアリーウール　06：1コ　IS-2414）

＊10.11　10/10発売　12.13　11/25発売　14.15　11/10発売　

8.

9.
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14.
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ホビーラホビーレとのコラボレーションブック第4弾

りょうさん自身が描いた幻想的なイラストと写真を

組み合わせて、大人と子どものためのニットアイテ

ムを紹介する絵本のような作品集。ヴィヴィッドな

ウエアやパステルカラーの小物、ニットとリバティ

プリントの組み合わせなど、シンプルで遊び心のあ

る作品は用途、着こなしも自由自在。りょうさんな

らではのニットワールドをお楽しみください。

「RYO’S 4th DRAWER
 りょうとこどもが作る、メルヘンニット」

文化出版局刊　RYO＋H.H. 著 1,575円　発売中
撮影／Hal Kuzuya 　

RYO

モデルとしてファッション

誌や CM などで活躍。'96

年テレビドラマ「ロングバ

ケーション」で女優デビュー。

'99 年映画「双生児」では、

第 14 回高崎映画祭主演女

優賞を受賞するなど、高い評価を得ている。趣味とし

て親しんでいる手仕事には、独自のセンスを持つ。著

書に「RYO’S 1st  DRAWER りょうが作る、モード

な手仕事 」「RYO’S  2nd DRAWER りょうが作る、

モードな服」「RYO’S  3rd DRAWER りょうが作る、

スイートニット 」（ともに文化出版局）など、すべて

のデザインを自ら手掛けたホビーラホビーレとのコラ

ボレーションブックがある。

キッズニット
手編みの温かみと華やかさでお子様をよりかわいく！
カラフルで手軽につくれるアイテムが揃いました。

RYO’S KNIT COLLECTION
ホビーラホビーレと女優のりょうさんが
コラボレーションしてつくったニットアイテムが
1 冊の本になりました。
大人と子どものためのメルヘンな
手編みをお楽しみください。

kids
kids

kids

kids

kids

kids

kids

りょうとこどもが作る、メルヘンニット

ふんわりメロウなモヘアのミックスカラー……、
ビビッドなマルチカラー……。

“りょう ”が描く新しいメルヘンニットの作品集。

ストール、キャップ、バッグ、ブランケット、ソックス……
こどもとおとな、ペアで着こなせるように

“りょう”がデザインし構成した、新しい世界のニットブック。

りょうとこどもがコラボレートした
ハンドニットのワンダーランド。

りょうとこどもが繰り広げる、不思議なメルヘンニットストーリーなメルヘンニットストーリーなメルヘンニットストーリーなメルヘンニットストーリーなメルヘンニットストーリーなメルヘンニットストーリーなメルヘンニットストーリーなメルヘンニットストーリーなメルヘンニットストーリーなメルヘンニットストーリー

RYO_4_cover.indd   1 12.7.12   0:41:54 AM

Model＝RYO ／ Photographs＝Hal Kuzuya （switch) ／ Styling=Keiko Shimizu (Signo) ／
Hair=Miho Matsuura (Twiggy) ／ Make=MICHIRU for yin and yang (3rd)
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2012年秋冬・ニットコレクション

リュバンカーディガン　Ｚ￥10,826（リュバン　05：8コ　ボタン13mm：3コ　IS-2378）

フラワーモチーフベスト　Ｚ￥4,568（エアリーウール　10：10コ　IS-2375）　

サークルベスト　Ｚ￥6,038（ロービングルル　09：6コ　IS-2290）　

パレットセミサークルベスト　Ｚ￥5,093（スイートパレット　14：5コ　ウールスイート　16：1コ　IS-3126）　

カドリークロッシェベスト　Ｚ￥8,967（アルパカカドリー　06：8コ　ボタン13mm：7コ　IS-3124）

モチーフケープ　Ｚ￥5,565（ウールスイート　10：12コ　フェルトボタン25mm：1コ　IS-3129）

ムーススクエアボレロ　Ｚ￥7,088（ゼニアムース　03：8コ　IS-2409）

アランベスト　Ｚ￥8,862（プチネップフォープライ　08：8コ　ボタン18mm：7コ　IS-3125）

セミサークルベスト　Ｚ￥7,140（カーボ　02：7コ　ストールピン：1コ　IS-3109）

スクエアレーシーベスト応用　Ｚ￥6,248（セサミ4ply　07：7コ　IS-2303）

＊7.9　10/25発売

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

アミュレットネックウォーマー＆キャップ 

Ｚ￥6,930　HHK-209

アミュレットマフラ－　Ｚ￥5,880　HHK-208
●11.12　デザイン：伊藤浩史

11.

12.

フローラルネックレス＆ブローチＡ　Ｚ￥3,990　HHK-196A　ネックレス約56～63cm　ブローチ約8×9cm

フローラルネックレス＆ブローチB　Ｚ￥3,990　HHK-196B　ネックレス約56～63cm　ブローチ約8×9cm

シャイニーネックレス　Ｚ￥2,940　HHK-223

13.

14.

15.

フローラルティペット　Ｚ￥5,040　HHK-218

フローラルブローチ　Ｚ￥2,310　HHK-219　約13×10cm

フローラルバッグ　Ｚ￥7,140　HHK-220　約25×25×8cm

＊15　11/10発売　16～18　10/25発売

●16～18　デザイン：伊藤浩史

16.

17.

18.
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ニットウエア
シンプルで編みやすいはおりものをいろいろご用意しました。

ニットアクセサリーキット
手編みでつくるアクセサリーは、フローラルモチーフからシャイニーなものまで
キュートなデザインを揃えました。毛糸や付属品など材料が全部揃っているキットです。

14

11

12

ニット
kit

帽子としても使えます



P05.06 一部を除き発売中　Z＝材料セット価格　  IS＝つくり方シート

フラワーマット　Z￥4,043（ウールフォレスト　02：3コ　01：2コ　IS-2411）　

フラワールームシューズ　Z￥2,573（ウールフォレスト　02：2コ　01：1コ　IS-2411）　

ネコのポーチ　Z￥1,985（ウールキュート　14　ウールキュートプチ　25　22：各1コ

マーブル口金10cm：1コ　IS-2377）　

ネコのポーチ　Z￥1,985（ウールキュート　25　ウールキュートプチ　14　22：各1コ

マーブル口金10cm：1コ　IS-2377）　

Dog’sフードベスト（Sサイズ）　Z¥￥2,720（スイートパレット　06：2コ

ウールスイート　03：１コ　ボタン18mm：1コ　IS-3131）　

Dog’sフードベスト（Mサイズ）　Z¥￥2,678（スイートパレット　15：2コ

ウールスイート　15：１コ　ボタン18mm：1コ　IS-3131）　

Dog’sアランベスト（Sサイズ）　Z￥1,838（ウールフォレスト　11：2コ　IS-2408）

Dog’sアランベスト（Mサイズ）　Z￥1,838（ウールフォレスト　03：2コ　IS-2408）

＊1.2　10/25発売

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a スカーフダック　Z￥1,890　HHK-202　約13cm

b ポンポンシロクマ　Z￥1,890　HHK- 204　約13cm

c クラウンペンギン　Z￥1,890　HHK-203　約14cm

d バンダナモンキー　Z￥1,890　HHK-225　約14cm

e シャイニーライオン　Z￥1,890　HHK-224　約14cm　

マトリョーシカ　Z￥3,990　HHK-207　L：約14cm　M：約11cm　S：約8cm

お飾り〈巳〉　Z￥3,150　HHK-221　高さ約11cm　　

シャルロット　Z￥3,780　HHK-210　約24cm

＊7d.7e.9　10/25発売　　

7.

8.

9.

10.

カラフルフラワーブランケット　Z￥22,050　HHK-217　約147×147cm

カラフルフラワーバッグ　Z￥7,235（ウールキュート　22：4コ　01 02 04 06 07 09 12 13 14 18 23 ：各 1コ　バンブー持ち手丸：1コ　カラーコレクション：0.7m　IS-2413）

ベビ－レーシーブランケット　Z￥3,675 （ベビーウール　01：9コ　IS-2380）　

スクエアモチーフブランケット　Z￥8,873（ウールキュート　14：7コ　22：3コ　01 04 06 07 09 12 13 18：各2コ　23：1コ  IS-2412）　約72cm×107cm

＊11.12.14　10/25発売

　　

11.

12.

13.

14.

2 本棒針　2～5号 各￥735　6～15号 各￥788　

4本棒針　2～5号 各￥840　6～10号 各￥893　11～15号 各￥998

4本棒針〈短〉　6～15号 各￥945

かぎ針ペン型   2/0～10/0号　各¥788

レース針ペン型　NO.0、2、8、10号　各￥683

なわあみ針　￥420　＊3本入り

あみもの用待針　￥347　＊10本入り

毛糸とじ針　￥368　＊6本入り

両開きほつれ止め〈細〉　￥420　＊2本入り

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SHOP LIST 無印…ホビーラホビーレ／　 …マルグリット／　 …クレアシオン ドゥ リュクス／　 …クチュリエール　＊２０１2 年8月現在のもので、変更される場合がございます。

東北

盛岡川徳店　019-622-6155

仙台店　022-262-4550

関東

柏店（ステーションモール内）　04-7148-2166

そごう千葉店　043-245-2004

ららぽーとTOKYO-BAY店　　047-421-7657

東武百貨店船橋店　047-425-2211

伊勢丹浦和店　048-834-3165

玉川店　03-3707-1430

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

伊勢丹新宿本店 　　03-3358-0881

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

伊勢丹相模原店　042-740-5385

そごう横浜店　045-465-2759

横浜髙島屋店　045-313-4472

港南台髙島屋店　045-831-6441

ららぽーと横浜店 　　045-414-2423

たまプラーザ店　045-903-2054

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

名鉄店　052-571-5166

北陸

香林坊大和店　076-220-1295

富山大和店　076-424-1111

関西

梅田阪急店　06-6361-1381

大阪髙島屋店　06-6631-1101

あべの店（あべのand内） 　 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

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

大分トキハ本店　097-532-4130

♦棒針（1,2）は厳選された良質の竹に植物性特殊加工を施した、理想的な硬さとすべりが特徴で、使い込むほどに手になじみます。
♦かぎ針、レース針（4,5）は、持ち手部分が手にフィットする柔らかな素材。かぎ先はしなりがあり、洗練された研磨加工によりなめらかになっています。

毛糸を使って大小のお花やタッセルが
つくれるボビンです。大きいサイズのボビンで
リリヤン編みをするとマフラーにも！
アイデア次第で、ニットの世界がひろがります。

フラワーリリヤンボビン　TG-OT LY07　￥2,940

大：約7.5cm　小：約4.5cm　編み針・とじ針付　2コセット

［木製］　チェコ製

■ ニット用具のおすすめポイント■ フラワーリリヤンボビン
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かわいい小物
季節に合わせて飾れる小物から
お部屋のアクセントになるものまで揃えました。

ホビーラホビーレ携帯サイトへ
左のＱＲコードからアクセス

■表示価格はすべて消費税込みの価格で
す。■価格、サイズ、仕様などは 2012
年８月現在のもので、変更が生じる場合
がございます。■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 100cm サイズの価格です。■印刷
物のため、写真は実際の色と異なる場合
はございます。ご了承ください。■掲載表
品は、ネット通信販売も行っております。
詳細はホームページをご覧ください。

www.hobbyra-hobbyre.com
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スペシャル
ニットkit
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■ ニット kit

ホビーラホビーレ 2012 ニットヤーンコレクション
ホビーラホビーレは、上質な素材と色あいにこだわったオリジナル手編糸やつくり方シートをご用意しております。

小物からウエアまで豊富なデザインバリエーションの中から、あなたのお気に入りを見つけて、手編みの時間をお楽しみください。

ソワブリエ

￥2,310　40g　160ｍ
［モヘヤ40%　シルク27%
ナイロン27%　ポリエステル6%］　
中細　

プレミアムカシミヤ100

￥1,680　25ｇ　80ｍ
［カシミヤ100%］
合太

シャイニーツイード

￥945　50g　105ｍ
［ウール56%　ナイロン26%
アクリル15%　ポリエステル3%］
並太　

キャンディモヘヤ

￥1,680　50g　42ｍ
［モヘヤ14%　ウール66%
ナイロン20%］
極々太

ファインモヘヤ

￥840　25g　210ｍ
［モヘヤ47%　ナイロン33%
ウール20%］
極細　

ベビーウール

￥368　25g　98ｍ
［ウール100%］
中細

シャイニーフィル

￥840　25g　165ｍ
［レーヨン75%
ポリエステル25%］
合細

ゼニアムース

￥840　25g　100ｍ
［ウール80%　ナイロン20%］
中細　イタリア製

ロービングルル

￥945　40g　140ｍ
［ウール90%　モヘヤ10%］
合太

リュバン

￥1,260　40ｇ　80ｍ
［コットン47%　レーヨン43%
ナイロン10%］
並太

プチネップフォープライ

￥840　40g　85ｍ
［ウール94%　レーヨン5%
ポリエステル1%］　
並太

セサミフォープライ

￥840　50g　110ｍ
［ウール94%　レーヨン5%
ポリエステル1%］
並太

カーボ

￥840　50ｇ　45ｍ
［ウール98%
レーヨン2%］
極々太

ウールフォレスト

￥735　50g　70ｍ
［ウール100%］
極太

モヘヤブロッサム

￥1,365　40g　108ｍ
［モヘヤ24%　ウール67% 
ナイロン9%］
並太　

ストレッチポップ

￥1,260　40g　110ｍ（伸ばして） 

［ウール79%　ナイロン20%
ポリウレタン1%］
並太　

トゥインクルファー

￥1,470　50g　25ｍ
［ポリエステル87%
ナイロン13%］
極々太

エアリーウール

￥420　20g　160ｍ
［ウール100%］
極細

ウールキュート

￥315　25g　150ｍ
［ウール100%］
合細

スイートパレット

￥840　40g　110ｍ
［ウール100%］
合太

ウールスイート

￥368　25g　70ｍ
［ウール100%］
合太　

ロービングキッス

￥840　40ｇ　99ｍ
［ウール62%　アクリル25%
ナイロン13%］
並太　

アルパカカドリー

￥945　40g　95m
［アルパカ70%　ウール30%］
並太　

モヘヤプリュム

￥1,155　50g　60ｍ
［モヘヤ26%　ウール74%］
極々太　

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★★ ★

★ ★ ★ ★★ ★

★ ★★

★ ★★

★

★ ★ ★ ★★ ★★★ ★

★ ★ ★

★ ★

★

★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

日本製（＊ゼニアムースは除く）

★…新色

オリジナルデザインやクリエーターとのコラボレーションによ
るニットキットをご用意しております。キットには、必要な量
の毛糸や付属品、つくり方などが入り、すぐに編みはじめられ
ます。（用具は別売り）数量限定のため品切れの際はご容赦く
ださい。

■ IS / 手編み用つくり方シート

つくり方をわかりやすく解説したシートをご用
意しています。詳しい全体方眼図付のタイプも
ございます。
つくり方シート（全体方眼図付）￥525
つくり方シートのみ￥368




