
2020 August& September

ハンドメイドからはじまる素敵な暮らし

マンスリープレス最新号の詳しい商品情報はこちら。
（8月号：2020年9月9日まで）
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ツリーが主役の刺しゅうクロスや手編み小物、
クリスマス柄でつくるアイテムで
おうちクリスマスの準備をはじめませんか。
オリジナルカラーのビエラやソフトコールなど、
秋のエレガントスタイルもたくさんご用意しました。

1.ステッチクロス〈 アップルパイ〉　Z ¥3,960 
2.ころころりんご　Z ¥2,750 
3.刺し子 〈りんご 〉　Z ¥880（ 刺し子糸 アカ、黄緑使用 ）
4.アップルタルトのポーチ　Z ¥3,300 
5.ステッチフレーム〈りんごの樹 〉　Z ¥4,180 
6.クロスステッチミニフレーム〈りんご 〉　Z ¥3,520 
7.刺しゅうワッペン〈りんご 〉　¥1,430 
8.リバティプリント・アイロンアップリケ〈りんご 〉　¥1,100 

りんごの季節
秋に旬を迎える、丸くて可愛いりんごをモチーフにした新シリーズを
アップルパイのレシピのステッチクロスや刺しゅうフレームなどでお楽しみください。

9.ハーブのカレンダー　Z ¥6,160 
10.刺し子のカレンダーⅡ　Z ¥5,720 

2021 刺しゅうカレンダー
大好評の刺しゅうカレンダーキットを今年もご用意しました。
香り豊かなハーブモチーフ、12種の刺し子柄のデザインをご提案。

11.クロスステッチフレーム〈 ロンドンの街から〉　Z ¥5,830 
12.ステッチクロス〈 ロンドンの街から〉　Z ¥3,960 
13.ブックカバー〈 ロンドンマップ 〉　Z ¥3,520 
14.刺しゅうワッペン〈 ロンドンⅡ 〉　¥1,870 

ロンドンを歩こう
歴史と伝統が息づくロンドンをゆったり歩いている気分になるハンドメイド。
テムズ川周辺に点在する人気スポットを色印刷と刺しゅうで表現します。

15.オープンネックワンピース B　Z ¥10,230（ モリス ＆ コー プリント ビエラ アカンサス使用 ）
16.ショッピングバッグ　Z ¥2,882（ モリス ＆ コー プリント ローン クリサンセマム使用 ）　※内側収納ポケット付
17.フレアギャザースカート〈 裏地付 〉　Z ¥7,590（ モリス ＆ コー プリント ビエラ フルーツ使用 ）
18.タックブラウス〈 七分袖裾リボンなし〉　Z ¥5,951（ モリス ＆ コー プリント ローン ケルムスコットツリー使用 ）
19.フリルカラーブラウス A　Z ¥6,666（ モリス ＆ コー プリント ローン スネークヘッド使用 ）
20.ラグランギャザーブラウス〈 七分袖 〉　Z ¥7,700（ モリス ＆ コー プリント ローン クリサンセマム使用 ）
21.リバーシブルバッグ　Z ¥4,554（ モリス ＆ コー プリント ローン ケルムスコットツリー使用 ）

Morris & Co. −モリスからの便り−
ホビーラホビーレオリジナルカラーで色付けした5柄15種を発売。
ローンとビエラ地の美しいプリントでつくる、ウェアや小物のキットもご提案します。

8月25日発売 P.02,03,04 掲載

32.スクエアローズブランケット　Z ¥8,195（ウールスイート、ロービングルルグラン使用 ）
33.クロッシェバスケットスヌード〈 ルル 〉　Z ¥2,090（ ロービングルル使用 ）
34.リボンマフラー〈 ロービングルル 〉　Z ¥2,090（ ロービングルル使用 ）
35.クロッシェアラン口金ポーチ　Z ¥1,925（ ロービングルル使用 ）
36.バスケットベスト〈 ロービングルル 〉　Z ¥7,040（ ロービングルル使用 ）
37.クロッシェアランキャップ　Z ¥2,090（ ロービングルル使用 ）
38.ショルダーバッグ〈 カラフルパレット〉　Z ¥5,610（ カラフルパレット10 使用 ）
39.クロッシェバスケットスヌード〈 キッス 〉　Z ¥1,870（ ロービングキッス使用 ）
40.ボッブル口金ポーチ　Z ¥1,815（プチネップフォープライ使用 ）
41.パプコーンアランボトルホルダー M または S　Z 各 ¥1,870（プチネップフォープライ使用 ）
42.アランミトン〈ウールスイート〉　Z ¥1,540（ウールスイート使用 ）
43.アランレッグウォーマー〈ウールスイート〉　Z ¥2,255（ウールスイート使用 ）
44.プリムラスヌード　Z ¥3,190（ ロービングルルグラン使用 ）
45.レイシー2WAY ストール〈 ルル 〉　Z ¥3,190（ ロービングルルグラン使用 ）
46.ルームソックス　Z ¥2,860（ ロービングキッスグラン使用 ）
47.編みつける口金アンティーク　¥825 

手編みニットで素敵な秋を迎えよう
新色が加わってより魅力を増したロービングタイプやカラーネップ入りの
手編み糸で編む、スヌードやキャップ、ブランケットなどをご用意しました。

69.クロスステッチフレーム〈 冬の夜の森 〉　Z ¥5,830 
70.きつねのポーチ　Z ¥3,520
71.ステッチクロス〈 冬の夜の森 〉　Z ¥3,960 
72.ブックカバー〈 冬物語 〉　Z ¥3,300 　※本体半縫製済
73.刺しゅうワッペン〈 冬物語 〉　¥1,760 

冬物語
静かな雪景色の森にひっそりと息づく動物たちをテーマにしたシリーズ。
色印刷のステッチクロスやクロスステッチ、編みぐるみで物語の世界を繊細に表現します。

82.アローバッグ　Z ¥5,280（リバティプリント ソフトコール使用 ）
83.シャツワンピース〈 長袖 〉　Z ¥11,484（リバティプリント ソフトコール使用 ）
84.フレアギャザースカート〈 裏地付 〉　Z ¥8,525（リバティプリント ソフトコール使用 ）
85.ウッドハンドル・ギャザーバッグ　Z ¥4,818（リバティプリント ソフトコール使用 ）

心地よい素材でハンドメイド
人気のソフトコールで初のお届けとなるリバティプリント〈ガーデン〉と〈カステラーヌ〉。
秋の深まりをオリジナルカラーのウェアやバッグでご提案します。

22.フェルトパーツのミックスネックレス　Z ¥2,475（フェルトフラワーアソート他使用 ）
23.フェルトボールの2 連ネックレス　Z ¥1,870（フェルトボールアソート10mm 使用 ）
24.スタンドカラーワンピース〈 七分袖 〉　Z ¥11,847（リバティプリント ビエラ使用 ）
25.フェルトフラワーのショートストール　Z ¥4,290（ 起毛リネン、フェルトフラワーアソート他使用 ）
26.シンプルトートバッグ L　Z ¥6,270（リバティプリント ビエラ使用 ）
27.フェルトフラワーアソート〈グリーン 〉　¥660 
28.フェルトサークルアソート〈ミックス 〉　¥605 
29.フェルトボールアソート10mm〈グリーン 〉　¥660 
30.カラーシェルボタン・アソート15mm　¥1,650 
31.カラーシェルボタン・アソート13mm　¥1,540 

心地よい素材でハンドメイド
起毛ビエラやリネン、フェルトの温もりと優しさがうれしい季節。
秋色のリバティプリントでつくる、ウェアやおしゃれ小物をご紹介します。

86.ラグランセーター Kids〈 パレット〉　Z ¥4,939（ カラフルパレット10 使用 ）
87.くまの編みぐるみ　Z ¥5,280 
88.レーシー V ネックセーター〈プチネップ 〉　Z ¥9,790（プチネップフォープライ使用 ）
89.クロスマフラー〈プチネップ 〉　Z ¥1,870（プチネップフォープライ使用 ）
90.ローズティペット　Z ¥2,090（ ロービングルル使用 ）
91.バスケットストール〈ウールボーダー〉　Z ¥8,030（ウールボーダー使用 ）
92.パッチワークアランブランケット　Z ¥13,200 
93.アランラージバッグ　Z ¥7,480 
94.ピコットキャップ〈プチネップ 〉　Z ¥3,630（プチネップフォープライ使用 ）
95.シンプルベスト〈 セーブリッチ 〉　Z ¥20,900（ セーブリッチ使用 ）
96.レーシーマフラー〈 セーブリッチ 〉　Z ¥6,050（ セーブリッチ使用 ）
97.レーシースヌード & キャップ　Z ¥2,970（ アルパカドゥ使用 ）
98.クロッシェキャップ〈 アルパカドゥ〉　Z ¥2,970（ アルパカドゥ使用 ）
99.ローズマフラー〈 モヘヤシフォン 〉　Z ¥3,410（ モヘヤシフォン使用 ）
100.巾着バッグ〈 シャイニーファー〉　Z ¥5,225（ シャイニーファーラフィネ、ウールスイート使用 ）

手編みニットで素敵な秋を迎えよう
キッズと同じセーターを着たベアやローズモチーフのティペットなど
遊びのあるデザイン、編み地が魅力のアランニットなどをご用意しました。

74.こどものアンプルワンピース　Z ¥4,576（ サンダーソン プリント コーデュロイ レミニッセンス使用 ）
75.切替ジャンパードレス　Z ¥9,856（ サンダーソン プリント コーデュロイ チャールベリー使用 ）
76.タックブラウス〈 長袖裾リボンなし〉　Z ¥6,699（ サンダーソン プリント ビエラ アヴェニング使用 ）
77.シンプルタックバッグⅢ　Z ¥5,995（ サンダーソン プリント コーデュロイ レミニッセンス使用 ）
78.タックトートバッグ L　Z ¥4,510（ サンダーソン プリント ビエラ ジョゼット使用 ）
79.V ネックローブコートB　Z ¥10,230（ サンダーソン プリント ビエラ ジョゼット使用 ）
80.ショッピングバッグ　Z ¥3,080（ サンダーソン プリント ビエラ ウェーブリッジ使用 ）　※内側収納ポケット付
81.マイバッグ　Z ¥1,760（ サンダーソン プリント ビエラ アヴェニング使用 ）

Sanderson −英国伝統のフラワーモチーフ−
気品ある繊細なボタニカル柄をビエラやコーデュロイでご提案。
温もりのある上質ファブリックで装う、秋のシンプルスタイルをご紹介します。

48.ステッチクロス〈クラシッククリスマス 〉　Z ¥4,400 
49.ステッチクロス〈クリスマスの窓辺 〉　Z ¥3,960 
50.クロスステッチタペストリー〈クリスマスモチーフ 〉　Z ¥4,620 
51.クロスステッチフレーム〈クリスマスショップ 〉　Z ¥11,000 
52.クロスステッチフレーム〈クリスマスカー〉　Z ¥4,950 
53.ポケットバッグ　Z ¥2,838（リバティプリント タナローン使用 ）
54.刺し子 〈 雪降る街 〉　Z ¥880（ 刺し子糸 アカ、濃ブルー使用 ）
55.トライアングルツリー　Z ¥4,180 
56.トライアングルツリー〈 ジングルベル 〉　Z ¥4,620 
57.リース〈クリスマスモチーフ 〉　Z ¥3,960 
58.グリーティングカード〈クリスマスモチーフ 〉　Z ¥1,980 
59.ペアのバネ口金ポーチ　Z ¥3,036（リバティプリント タナローン使用 ）
60.コパン　Z ¥2,123（ソフトキャンブリック サンタ、雪の結晶使用 ）
61.ベア　Z ¥1,958（ソフトキャンブリック 雪の結晶使用 ）
62.クリスマスツリー　Z ¥2,046（ソフトキャンブリック 雪の結晶使用 ）
63.クリスマスツリー　Z ¥2,750（リバティプリント タナローン使用 ）
64.トナカイ　Z ¥2,156（ソフトキャンブリック サンタ、雪の結晶使用 ）
65.ソックスのアクセサリー　Z ¥3,080 
66.リバティプリント口金マチ付ポーチ10cm　Z ¥2,585（リバティプリント タナローン使用 ）
67.フリルカラーブラウス B　Z ¥7,018（リバティプリント タナローン使用 ）
68.刺しゅうワッペン〈クリスマスⅡ 〉　¥1,980 

Christmas Time! −クリスマスの準備をはじめよう−
大きなクリスマスツリーが主役のステッチクロスやフレーム、可愛いクリスマス小物を
オリジナルプリントでお届け。オーソドックスな赤と緑のクリスマスです。

9月10日発売 P.02,05,06 掲載
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＊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8月10日（月）受付開始です。
詳しい商品情報はこちら。（2020年9月9日まで）

1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10.8.7.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20.18.17.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 29. 30.28.27.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 39. 40.38.37.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 49. 50.48.47.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 59. 60.58.57.

61. 62. 63. 64. 65. 66. 69. 70.68.67.

71. 72. 73. 74. 75. 76. 79. 80.78.77.

81. 82. 83. 84. 85. 86. 89. 90.88.87.

91. 92. 93. 94. 95. 96. 99. 100.98.97.

■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 7 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。  

Monthly Press vol.116



03 Monthly Press vol.116

りんごの季節 8月25日発売

2021 刺しゅうカレンダー 8月25日発売

ロンドンを歩こう 8月25日発売

109

1312

43

21

65



04Monthly Press vol.116

Morris & Co. —モリスからの便り—
8月25日発売

心地よい素材でハンドメイド
8月25日発売

手編みニットで
素敵な秋を迎えよう 8月25日発売

1615

2524

3534

3332

3736



05

Christmas Time ! —クリスマスの準備をはじめよう—
9月10日発売
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Sanderson —英国伝統のフラワーモチーフ—
9月10日発売

心地よい素材でハンドメイド
9月10日発売

手編みニットで
素敵な秋を迎えよう 9月10日発売
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生地・手編み糸のご紹介 ♦︎…発売中

Monthly Press vol.116　2020 年 8 月10日発行　発行人／岸川健介　©HOBBYRA HOBBYRE CO.2020　発行／株式会社ホビーラホビーレ  TEL 0570-037-030（代）

次回『 Monthly Press 9月号 vol.117』は 9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8月10日（月）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7 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 】
■マイバッグをつくろう、使おう！応 援キャンペーン 開 催 中 〜 8 月31 日（ 月 ）
マイバッグ持参でショッピング袋ご不要の方へのお得な特典や、対象アイテムの着分お買い上げでレシピをプレゼント。

■ホビーラホビーレ公 式アプリクーポン  配 信 中〜 8 月31 日（ 月 ）
刺し子関連商品2,000 円 ( 税抜 ) 以上のお買上げでご利用いただけるクーポンを配信中！

この機会に公式アプリをダウンロードしてみませんか。

■ 夏の手づくりレッスン 開 催 中〜 8 月31 日（ 月 ）
ホビーラホビーレのマスコット「 ニーナちゃんの髪をつける」レッスンや、クロスステッチ、刺し子など気軽にチャレンジいただける

体験レッスンを開催しています。感染予防のため少人数での開催ですのでお申し込みはお早めに！レッスン日程の詳細は各店まで。
＊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。

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

8月25日発売

9月10日発売

■モリス ＆ コー プリント ローン
¥3,080/m　108 〜110㎝幅　［ 綿100％］　★︎…モリス ＆ コー オリジナルカラー
ケルムスコットツリー

317493 317494 ★︎317495

スネークヘッド

317497 ★︎317498 317499

クリサンセマム

★︎317501 317502 317503

■サンダーソン プリント ビエラ
¥3,300/m　約108㎝幅　［ 綿100％］　★︎…サンダーソン オリジナルカラー
ウェーブリッジ

317535 ★︎317536 317537

アヴェニング

★︎317539 317540 317541

ジョゼット 

317543 ★︎317544 317545 ★︎317546

■リバティプリント･ タナローン
¥3,410/m　109 〜111㎝幅　［ 綿100％］
チェック・サプライズ 

317562 317563 317564 317566 317567 317568

リバティ・クリスマス 

■リバティプリント･ ソフトコール
¥3,850/m　107 〜109㎝幅　［ 綿100％］
ガーデン

317574 317575 317576

カステラーヌ

317570 317571 317572

■サンダーソン プリント コーデュロイ　¥3,520/m　108 〜110㎝幅　［ 綿100％］　★︎…サンダーソン オリジナルカラー
レミニッセンス

317548 317549 ★︎317550

チャールベリー

317553 ★︎317554 317555

■ソフトキャンブリック サンタ
¥2,200/m　112 〜114㎝幅　［ 綿100％］

317527 317528 317529

■ソフトキャンブリック 雪の結 晶
¥2,200/m　112 〜114㎝幅　［ 綿100％］ 

317531 317532 317533

■モリス ＆ コー プリント ビエラ
¥3,300/m　約108㎝幅　［ 綿100％］　★︎…モリス ＆ コー オリジナルカラー
フルーツ

★︎317505 317506 317507

アカンサス

★︎317509 317510 317511

■ 起 毛リネン
¥4,290/m　135 〜140㎝幅　

［リネン100％］

317557 317558 317560

■リバティプリント･ ビエラ
¥3,520/m　107 〜109㎝幅　［ 綿100％］
ウーヴン・リーヴス 

317516 317517 317518

アフリカン・マリーゴールド

317520 317521 317522

♦︎404412 ♦︎404413 ♦︎404414 ♦︎404415 ♦︎404416 ♦︎404417 ♦︎404418 ♦︎404419 ♦︎404420 ♦︎404421 ♦︎404422 ♦︎404423 ♦︎404424 ♦︎404425

■ウールスイート
¥715/ 玉　40g/112m　［ウール100%（メリノウール ）］　

404218 404219 404222404220 404578 404221

■シャイニーファーラフィネ
¥4,400/ 玉　200g/440m　［ナイロン75% アクリル15% ポリエステル5% モヘヤ5% ］　

404809 404810 404811 404812 404100 404101 404102401839 402808 403774 403773 403459404428 403457

■ロービングルル　¥990/ 玉　40g/140m　［ウール90% モヘヤ10% ］
■ロービングルルグラン　¥3,080/ 玉　130g/455m　［ウール90% モヘヤ10% ］

404799 404800 404801 404442 404443 404444402803 401489 402804

■プチネップフォープライ
¥880/ 玉　40g/85m　［ウール94% レーヨン5% ポリエステル1% ］　

403794 403793 404110 404111404449

■アルパカドゥ
¥1,430/ 玉　40g/65m　［アルパカ56% アクリル32% ウール4% ナイロン4% モヘヤ4% ］　

404584 404585 404586 404587 404588

■ウールボーダー
¥3,960/ 玉　140g/420m　［ウール100% ］

403101 403104403787 403788

■セーブリッチ
¥2,970/ 玉　40g/108m　［カシミヤ80% ウール20%（ セーブル ）］

403255 403256403249 403468403605 403604

■モヘヤシフォン
¥1,100/ 玉　20g/120m　［ モヘヤ80% シルク20% ］　

402388
403454404105403452404104404103403776404432403777402805 404440403781404441404096404826404439404438403779403780403148404816404815404814404813

402387 400062401524 404092404434 404435 404437 404436

■ロービングキッス　¥880/ 玉　40g/99m　［ウール62% アクリル25% ナイロン13% ］
■ロービングキッスグラン　¥2,750/ 玉　130g/321m　［ウール62% アクリル25% ナイロン13% ］

404080 404445 404446 404447 404448404081 404083

■カラフルパレット10 
¥1,100/ 玉　40g/92m　［ウール80% アルパカ20% ］ 　


