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ハンドメイドからはじまる素敵な暮らし

5
マンスリープレス最新号の詳しい商品情報はこちら。
（5月号：2020年6月9日まで）
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英国の庭園や野山の動植物を
ナチュラルな筆致で描くサンダーソンの
クラフトファブリックをご紹介するスペシャル企画を
涼しく軽やかなウェアやレース編み、
暮らし小物とともにご提案します。

5月25日発売 6月10日発売

1.ステッチクロス〈うちわ 〉　Z ¥3,960

2.クロスステッチミニタペストリー〈 夏 〉　Z ¥4,400

3.クロスステッチフレーム〈 金魚 〉　Z ¥4,730

4.ミニタペストリー〈 朝顔 〉　Z ¥3,740

5.刺し子〈 朝顔 〉　Z ¥880 （ 刺し子糸 濃パープル、アオ使用 ）

6.刺し子〈 すいか 〉　Z ¥880 （ 刺し子糸 アカ、グリーン使用 ）

7.アイスクリームのチャーム　Z ¥2,860

8.ソフトクリームポーチ　Z ¥3,300

9.シェリーカラフルボトルホルダー MS セット　Z ¥2,090 （ コットンシェリー使用 ）

10.刺しゅうワッペン〈 歳時記 ･ 夏 〉　¥1,650

ホビーラホビーレの歳時記−夏−
季節を象徴するモチーフを新鮮なデザインでご提案。
ステッチクロスやタペストリー、キュートなニットキットでお楽しみください。

20.ボートネックブラウスⅡ〈 半袖 〉　Z ¥10,560 （ ハンドエンブロイダリー 七宝使用 ）

21.スクエアバッグ S　Z ¥4,730（ ハンドエンブロイダリー 麻の葉使用 ）

22.レーシースリーブセーター　Z ¥6,325 （ コットンリリー使用 ）

23.レーシーリーフストール　Z 各 ¥2,090 （ コットンフィールファイン使用 ）

24.イージースカート〈 80㎝〉　Z ¥6,336 （ シルキーローン バイアスチェック使用 ）

25.チューリップスリーブブラウス　Z ¥5,214 （リバティプリント使用 ）

26.バッグ & ティッシュケース　Z ¥3,630（リバティプリント ミニスワッチボックス使用 ）

27.リバティプリント ミニスワッチボックス　各色 ¥2,310

28.ウエストゴムワンピース A　Z ¥9,647 （リバティプリント使用 ）

涼やかに装う、夏色のハンドメイド
手刺しゅうのファブリック、リバティプリントやオリジナルプリントの
ウェアや小物を豊富にご用意。コットン糸で編む美しいレーシーニットにも注目です。

11.ブックカバー〈 ねこ日記 〉　Z ¥3,520

12.フラットポーチ〈 ねこ日記 〉 　Z ¥3,520

13.刺しゅうワッペン〈 ねこⅡ 〉　¥1,430

14.刺しゅうワッペン〈 ねこⅢ 〉　¥1,430

15.ネコのハットKids　Z ¥1,870 （ラフィスグラン使用 ）

16.ネコのポシェットKids　Z ¥1,870 （ラフィスグラン使用 ）

17.クロスステッチフレーム〈 ねこ日記 〉　Z ¥5,280

18.ステッチクロス〈 ねこ図鑑 〉　Z ¥4,620

19.マイバッグ　Z ¥1,210（ソフトキャンブリック ねこ使用 ）

ねこ日記
大人気のねこをテーマにした新たなコレクション。シンプルなバックステッチや
クロスステッチでねこの日常をスケッチ。ワッペンやキッズ用ニットもご紹介します。

42.ステッチクロス〈 ワイナリー〉　Z ¥3,960

43.ステッチフレーム〈 ぶどうとワイン 〉　Z ¥4,180

44.クロスステッチフレーム〈 ワイナリー〉　Z ¥5,830

45.刺し子 〈りすとぶどう〉　Z ¥1,100 （ 刺し子糸 グリーン、濃パープル、チャ使用 ）

46.刺し子 〈 変わり花刺し〉　Z ¥1,100 （ 刺し子糸 ぼかしグレー使用 ）

47.刺し子糸 ぼかしグレー　¥330

48.フレアギャザースカート〈 裏地つき 〉　Z ¥6,842 （ 3D エンブロイダリーレース フラワースカラップ使用 ）

49.キルトバッグ〈 Sori l la 〉　Z ¥7,700

50.刺しゅうワッペン〈 ワイン 〉　¥1,430

大人の休日−ワインに恋して−
ぶどう畑をのぞむワイナリーを訪ねる休日をイメージしたハンドメイド。
ワインを堪能するシーンを描いたクロスやフレームを刺しゅう&アップリケで表現します。

55.ステッチクロス〈 海の生きもの 〉　Z ¥4,620

56.クロスステッチフレーム〈 イルカ 〉　Z ¥4,180

57.トライアングルポーチ2 個セット　Z ¥1,804 （クロッシュコットン使用 ）

BLUE OCEAN −海の生きものたち−
真夏の海をゆったりと泳ぐイルカやクジラたちのアイテムが初登場。
クロスやフレームを簡単ステッチで仕上げます。マリンテイストのニット小物も魅力的です。

29.ロールカラーワンピース　Z ¥9,031 （ サンダーソン プリント ローン コテージ・ガーデン使用 ）

30.タックフレアワンピース〈 ショート丈 〉　Z ¥9,647 （ サンダーソン プリント ローン チェスナット・ツリー使用 ）

31.ウエストゴムワンピース A　Z ¥8,723 （ サンダーソン プリント ローン ダリア＆ローズヒップ使用 ）

32.リングバッグ L　Z ¥4,070（ サンダーソン プリント ローン ドューン・ヘア使用 ）

33.ドルマンギャザーブラウス〈 裾リボン 〉　Z ¥6,160 （ サンダーソン プリント ローン ウッドランド・コーラス使用 ）

34.V ネックブラウス〈 半袖 〉　Z ¥5,852 （ サンダーソン プリント ローン チェルシー使用 ）

35.サッシュベルト付スカート〈 70㎝〉　Z ¥5,236 （ サンダーソン プリント ローン セシル・ローズ使用 ）

36.フレンチギャザードレス　Z ¥7,700 （ サンダーソン プリント ローン ドューン・ヘア使用 ）

37.ウッドハンドル・ギャザーバッグ　Z ¥4,400（ サンダーソン プリント ローン ウッドランド・コーラス使用 ）

38.タックトートバッグ L　Z ¥4,334（ サンダーソン プリント ローン クレメンス使用 ）

39.タックきんちゃくバッグⅡ　Z ¥3,586（ サンダーソン プリント ローン セシル・ローズ使用 ）

40.サンダーソンプリント カットクロスセット　¥9,240

41.バンブー持ち手 丸19.5㎝ 　¥1,760　※ Sandersonとは直接関係のない商品です

Sanderson −サンダーソンで楽しむ英国スタイル−
世界的なテキスタイルブランド「サンダーソン」のアイコン的な柄９種をブランドオリジナルカラーを含む
３配色で展開。ハンドメイドできる着心地のいいウェアや小物とともにご紹介します。

51.プライムスプレッド〈 ピンク〉　Z ¥20,900

52.フルールラリエット　Z ¥2,420

53.プライムレイシーセーター　Z ¥9,020 （プライムレース20 使用 ）

54.セミサークルバッグ　Z ¥5,390 （ラフィスグラン使用 ）

涼やかに装う、夏色のハンドメイド
光沢が美しいレース糸や上品なラメ糸、ナチュラルなラフィス風糸など、
上質な夏糸で編む、セーターやアクセサリー、スプレッドなどのサマーニットをご提案。

Monthly Press vol.113

■ご予約・ご注文につきましては、最寄りのショップまたはオンラインショップをご利用ください。ご予約の数

量には限りがございます。■ Z= 材料セット価格です。■表示価格はすべて消費税込みです。■ウェアは大人 M

サイズ、子ども 100㎝サイズの価格です。ウェアの材料価格には付属品が含まれています。型紙は別売です。■

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。■商品名、コード、価格、発売日、商品の仕様・デ

ザインなどは 2020 年 4 月現在のもので、変更が生じる場合がございます。■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。  

P.02,03,04 掲載 P.02,05,06 掲載

＊オンラインショップは発売日・予約開始日が、店頭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。

掲載商品のご予約は一部を除き5月10日（日）受付開始です。
詳しい商品情報はこちら。（2020年6月9日まで）
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ホビーラホビーレの歳時記—夏— 5月25日発売

ねこ日記 5月25日発売
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涼やかに装う、夏色ハンドメイド 5月25日発売

20（45周年記念企画ファブリック使用）

21（45周年記念企画ファブリック使用） 22
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Sanderson
—サンダーソンで楽しむ英国スタイル— 6月10日発売

Monthly Press vol.113

45周年の特別企画の第二弾は、
160年以上の歴史を持つ英国の老舗
ブランド「サンダーソン」の柄をライセンスし、
国内ハンドクラフトメーカーとして
ホビーラホビーレだけが限定販売。
象徴的なアーカイブ柄「チェルシー」
を含む 9 柄を３色展開でご用意しました。
優美なボタニカルプリントの魅力を
ウェアや小物でご堪能ください。
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大人の休日
—ワインに恋して— 6月10日発売

Monthly Press vol.113

涼やかに装う、夏色ハンドメイド 6月10日発売 BLUE OCEAN —海の生きものたち— 6月10日発売
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生地・手編み糸のご紹介

次回『 Monthly Press 6月号 vol.114』は 6月10日発行です。どうぞお楽しみに！

掲載商品のご予約は、一部を除き5月10日（日）受付開始です。
＊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。

www.hobbyra-hobbyre.com

【 S h o p L i s t 】
盛岡川徳店　019-622-6155／仙台アエル店　022-262-4550／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／自由が丘店　03-6421-2309／銀

座店　03-6274-6526／日本橋髙島屋店　03-3271-4564／京王百貨店新宿店　03-3342-2111／西武池袋本店　03-6912-7319／

伊勢丹立川店　042-525-2671／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／新潟伊勢丹店　025-241-6062　／静岡伊勢丹店　054-251-7897／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／香林坊大和店　076-220-1295／富山大和店　076-424-1111／

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／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／ＪＲ博多シティ店　092-413-5070／福岡岩田屋店　092-723-0350
＊2020 年4 月現在のもので、変更される場合がございます。

【 S h o p In fo r m a t i o n 】
■クロスステッチフェア 開 催 中〜 5 月31 日（ 日 ）
ホビーラホビーレの公式アプリをダウンロードして、お得にお買いものしませんか。

期間中アプリで配信されるクーポンを使用して、お好きなデザインのクロスステッチキットをお買い上げいただくと、

嬉しいプレゼントを差し上げます。

■ 予 告！マイバッグをつくろう、使おう！応 援キャンペーン 6 月1 日（ 月 ）〜 8 月31 日（ 月 ）
あなただけのお気に入りのマイバッグをつくって楽しくエコしませんか。

ホビーラホビーレでは期間中わくわくする企画をご用意してみなさまのご来店をお待ちしております。ぜひお楽しみに！

＊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。また内容は都合により変更となる場合がございます。
詳しくは各店にお問い合わせください。

WEB カタログや各 種 SNS、 つくり方 動 画
などホビーラホビーレの情報がひとつに。

ホビーラホビーレアプリ

お買い物や新商品のご予約はこちら。
商品の最新情報やおすすめアイテム
をご紹介。

オンラインショップ

5月25日発売

■シルキーローン バイアスチェック 
¥3,520/m　108 〜110㎝幅　［ 綿100% ］

317271 317272 317273

■ 3 D エンブロイダリーレース
フラワースカラップ
¥2,860/m　約140㎝幅

（レース有効幅約132㎝）
［ 土 台 布： 綿100％　 刺
しゅ う糸： ポリエステル
100％］ 317379

■ 3 D エンブロイダリーレース
トレリス 
¥2,860/m　約140㎝幅

（レ ー ス有 効 幅 約132㎝） 　
［ 土 台 布： 綿100％　 刺
しゅ う糸： ポリエステル
100％］ 317381

6月10日発売

■サンダーソン プリント ローン 
¥3,080/m　108 〜110㎝幅　［ 綿100% ］　★︎…サンダーソン オリジナルカラー 
Ⓛラミネート　¥1,980/ 本　105 〜108㎝幅×約50㎝　［ 綿100％（ 表面 PVC コーティング ）］

■ソフトキャンブリック ねこ 
¥2,200/m　110 〜112㎝幅　［ 綿100% ］ 
Ⓒ50㎝カットクロス　¥1,100/ 枚　110 〜112㎝幅×約50㎝　［ 綿100％］　
Ⓛラミネート　¥1,760/ 本　105 〜108㎝幅×約50㎝　［ 綿100％（ 表面 PVC コーティング ）］

■ハンドエンブロイダリー 七 宝 
¥6,600/m　110 〜112㎝ 幅（レー ス有効幅
約100㎝） 　［土台布・刺しゅう糸柄糸：綿100％　
刺しゅう糸かがり糸：ポリエステル100％］

317288 317289

■ハンドエンブロイダリー 麻の葉 
¥7,040/m　110 〜112㎝幅

（レース有効幅約102㎝）　 
［ 綿100% ］

317290
■リバティプリント･ タナローン 
¥3,410/m　109 〜111㎝幅　［ 綿100% ］

317293 317294 317295

ザンジー・サンビーム 

317303 317304 317305

サマセット・ヴィオラ 

317298 317299 317300

ゴーディントン・パーク

317313 317314 317315

プリマベーラ

317308 317309 317310

サンフラワー

♦402694 ♦20346 ♦404644 ♦402695 ♦401384 ♦404275

■コットンリリー
¥825/ 玉　40g/145m　［ 綿70% リネン15% ラミー15% ］

♦402067 ♦402058 ♦402059 ♦402064 ♦402065 ♦404645 ♦404646 ♦402060 ♦404730

■コットンシェリー 
¥660/ 玉　40 ｇ /106m　［ 綿100% ］

♦20488 ♦20502 ♦402686 ♦401375 ♦20494 ♦20492 ♦403652

■コットンフィールファイン
¥660/ 玉　25g/160m　［ 綿100%（ エジプト綿 ）］

♦402090 ♦402088 ♦402091 ♦402092♦403658 ♦402087♦402089 ♦403659 ♦404649 ♦404650

■ラフィスグラン
¥880/ 玉　40g/62m　［ 分類外繊維（ 和紙 ）100% ］

♦403317 ♦403321 ♦403655 ♦403319 ♦403318 ♦403322 ♦403323

■プライムレース20
¥1,210/ 玉　50g/230m　［ 綿100%（スーピマコットン ）］ 

♦404641 ♦404642 ♦404643

♦404655 ♦404656 ♦404657 ♦404658 ♦404659 ♦404660 ♦404661 ♦404662 ♦404663 ♦404664 ♦404665

■クロッシュコットン 
¥715/ 玉　40g/300m　［ 綿100% ］

★︎317322 317323 317324

ウッドランド・コーラス

317344 317345 ★︎317346

ソリラ

317359 ★︎317360 317361

チェルシー 

317328 ★︎317329 317330

チェスナット・ツリー 

317349 317350 ★︎317351

セシル・ローズ

317333 317334 ★︎317335

ドューン・ヘア

317354 ★︎317355 317357

コテージ・ガーデン

317338 317339 ★︎317340

クレメンス 

★︎317366 317367 317369

ダリア & ローズヒップ 

317276 Ⓒ317277 Ⓒ317279Ⓛ317282

Ⓛ317370 Ⓛ317371

Ⓛ317374

Ⓛ317372 Ⓛ317373

Ⓛ317375

♦…発売中


