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ひと針ひと針刺し進める
刺しゅうや刺し子、手編みのアイテムから、
リバティプリントのウェアや小物まで
夏の終わりを楽しむハンドメイド。
心を込めた魅力的な45周年記念商品もご紹介します。

6月20日発売 7月10日発売

1.クロスステッチフレーム〈 Dog L i fe 〉　Z ¥5,280 

2.ステッチクロス〈 Dog L i fe 〉　Z ¥3,960 

3.トイプードルのポーチ　Z ¥3,080 

4.刺しゅうワッペン〈 Dog Ⅱ 〉　¥1,650 

5.トイプードルのボトルホルダー MS セット　Z ¥3,520 

6.クラフトT シャツ〈 Dog 〉　¥6,380 

7.手ぬぐい〈 Dog 〉　¥1,540 

Dog Life
元気いっぱいの犬の暮らしをテーマにした、ステッチクロスやフレーム、ニットキットを揃えました。
記念商品の刺しゅうTシャツと手ぬぐいもご案内します。

8.ステッチミニクロス〈 お月見 〉　Z ¥3,740 

9.刺し子 〈 おつきみ 〉　Z ¥1,100  （ 刺し子糸 パープル、カラシ、チェリーピンク使用 ）

10.クロスステッチフレーム〈 月見窓 〉　Z ¥4,180 

11.ミニタペストリー〈 桔梗 〉　Z ¥3,740 

ホビーラホビーレの歳時記−お月見−
秋の七草と月をモチーフに、大人のための風情あるお月見を演出する、
ステッチクロスやフレームのご提案。３色で刺すお月見柄の刺し子もご紹介します。

秋の訪れ−実りと彩り−
美しく色づく森と動物たち、豊かな実りを迎える情景を
色鮮やかな刺しゅうでお届け。コスモス畑のフレームやワッペンもご紹介します。

34.クロスステッチフレーム〈 秋の訪れ 〉　Z ¥5,280 

35.ブックカバー〈 秋の訪れ 〉　Z ¥3,300 

36.ステッチクロス〈 秋の訪れ 〉　Z ¥3,960 

37.クロスステッチフレーム〈 コスモス畑 〉　Z ¥4,950 

38.刺しゅうワッペン〈 コスモス 〉　¥990 

39.刺しゅうワッペン〈 チョコレートコスモス 〉　¥990 

12.ボートネックスタンドカラーブラウス　Z ¥5,995  （リバティプリント使用 ）

13.スモックブラウス B　Z ¥5,797  （リバティプリント使用 ）

14.リングバッグ L　Z ¥4,235  （リバティプリント使用 ） 

15.グラニーバッグ M　Z ¥6,171  （リバティプリント使用 ） 

16.フレンチワンピース　Z ¥8,283  （リバティプリント使用 ）

リバティプリントで過ごす、2020夏
晩夏のために厳選したリバティプリントは、初登場の2柄を含む８柄25種。
秋口まで着まわせるブラウスやドレス、バッグなどでお楽しみください。

刺し子模様
刺し子糸の〈白〉と新色の〈黒〉、スラブコットンの〈白〉と新色の〈赤〉。
２色づかいで多彩な模様を楽しむ刺し子キットをさまざまなアイテムでご提案します。

27.サンプラークロス〈 サークル 〉　Z ¥8,800 

28.刺し子のフラットバッグ〈 サークル 〉　Z ¥5,280 

29.刺し子 〈 柿の花Ⅱ 〉　Z ¥660  （ 刺し子糸 黒使用 ）

30.刺し子糸 黒　¥220 

31.刺し子のキャラメルポーチ〈 サークル 〉　Z ¥3,850 

32.刺し子のコースター〈 六角形 〉　Z ¥3,740 

33.刺し子のテーブルセンター〈 スクエア 〉　Z ¥4,620 

17.プリムラポーチ　Z ¥3,190  （ウールシェイプ使用 ）

18.プリムラボトルホルダー MS セット　Z ¥1,870  （ウールシェイプ使用 ）

19.シェルボタンのネックレス　Z ¥2,200  （カラーシェルボタン・アソート13㎜、ウッドビーズ＆コードセット使用 ）

20.ジオメトリーカーディガン　Z ¥8,536  （ウールシェイプ使用 ）

21.ローウエストワンピース B　Z ¥9,306  （リバティプリント使用 ）

22.クレマチスブランケット　Z ¥13,200 

23.カラーシェルボタン ･ アソート13㎜　¥1,540 

24.カラーシェルボタン ･ アソート11.5㎜　¥1,320 

25.ウッドビーズ & コードセット　¥550 

26.刺しゅうワッペン〈レース風ネックレス 〉　¥1,760 

涼やかに装う、夏色ハンドメイド
夏の終わりを感じるワイン色の〈ウールシェイプ〉が印象的な
カーディガンや花モチーフの小物など、おすすめの手編みキットをご用意しました。

Monthly Press vol.114

■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 5 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 掲載 P.02,04,05,06 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6月10日（水）受付開始です。
詳しい商品情報はこちら。（2020年7月9日まで）
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生地・手編み糸のご紹介

次回『 Monthly Press 7月号 vol.115』は 7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6月10日（水）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5 月現在のもので、変更される場合がございます。

＊イメージ写真

【 S h o p In fo r m a t i o n 】
■ダブルスタンプフェア 開 催 中〜6 月25日（ 木 ）
期間中、1,000 円（ 税抜 ）以上お買い上げの方にダブルスタンプサービスいたします。お得なこの機会をぜひご利用ください。

■サンダーソン、モリス ＆ コー フェア 開 催 中〜7 月31日（ 金 ）
英国のヘリテージブランドであるサンダーソン、モリス ＆ コー のファブリックを使ってハンドメイドを楽しみませんか。

期間中、1,000 円（ 税抜 ）以上お買い上げでメンバーズカードのスタンプ1 個プレゼントいたします。

■自由が丘店アニバーサリーフェア 6 月20 日（ 土 ）〜 6 月22 日（ 月 ）
おかげさまでホビーラホビーレ自由が丘店は7 周年を迎えます。日頃ご愛顧いただいている皆さまへ感謝の気持ちを込めてフェアを開催します。

詳しくはメルマガでご案内しますので、ぜひこの機会にご登録ください。自由が丘店のメルマガ登録はこちらから 
＊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。詳しくは各店にお問い合わせください。

マイバッグマルシェ
リバティプリントやオリジナルプリント使用の布バッグの製品を販売。
サイズは2 種類ございます。

レシピプレゼント
対象のバッグの用尺分の生地、手編み糸お買上げの方に、レシ
ピ（ つくり方シート）を差し上げます。
＊レシピには一部プレゼント対象外のデザインがございます。

ポケットバッグをつくろう！体 験レッスン開 催 中
店内のお好きな生地をお選びいただき、エコバッグをつくるレッ
スンを開催します。ぜひこの機会に手づくりをはじめてみませんか。
体験レッスン：1 時間（ 材料費別 ）550 円
バッグのデザインは3 種類からお選びいただけます。
＊一部行っていない店舗がございます。

マイバッグご持 参の方には
1 , 000 円以上のお買い物でメンバーズカードの
スタンプ 1 個プレゼント（ 1 日1 回 限り）

ショップインスタでスタッフの自作、
愛 用のマイバッグをお見せします！

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

7月10日発売

■リバティプリント･ タナローン 
¥3,410/m　109 〜111㎝幅　[ 綿100% ］ 
Ⓑバイアステープ　¥660　約4㎝幅×2m 入　[ 綿100% ］

■スラブコットン 
¥2,200/m　106 〜108㎝幅　［ 綿100% ］
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■ウールシェイプ
¥880/ 玉　40g/190m　[ウール100% ］
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♦…発売中

マイバッグを
つくろう、使おう！
応援キャンペーン

ホビーラホビーレはエコな取り組みを応援します

6月1日（月） 8月31日（月）
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