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ハンドメイドからはじまる素敵な暮らし
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マンスリープレス最新号の詳しい商品情報はこちら。
（9月号：2020年10月8日まで）
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上品な金色の輝きを散りばめた
大人のクリスマスを演出するアイテムをご提案。
あったかニットや復刻編みぐるみ、
手芸道具をモチーフにしたキットや道具など
晩秋におすすめの手仕事がそろいました。

9月20日発売 10月10日発売

1.ステッチクロス〈 聖なる夜に 〉　Z ¥3,960 

2.ノエルのクリスマスツリー　Z ¥3,520 

3.クロスステッチタペストリー〈グラスボール 〉　Z ¥4,620 

4.ステッチミニフレーム〈ノエルリース 〉　Z ¥3,740 

5.クロスステッチツリー〈ノエル 〉　Z ¥3,740 

6.クロスステッチフレーム〈ノエルツリー〉　Z ¥5,280 

7.刺し子〈 雪の結晶 〉　Z ¥660（ 刺し子糸　濃ブルー使用 ）

Noël−聖なる夜に願いを−
洗練された大人のノエルをご提案する人気シリーズ。
聖夜の情景やツリーなどを色印刷や刺しゅう、手編みでお楽しみください。

24.コクーンチュニックA　Z ¥6,699（ 綿ウールビエラ レースフラワー使用 ）

25.オープンネックワンピース B　Z ¥11,935（リバティプリント ソフトコール使用 ）

26.A ラインジャンパードレス　Z ¥10,010（リバティプリント ソフトコール使用 ）

27.スクエアバッグＬ　Z ¥3,740（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
ホビーラホビーレオリジナルコレクションのビエラプリント、
リバティプリントのソフトコールのワンピースなど、晩秋に映えるウェアをご提案。

8.アランカーディガン　Z ¥12,815（ アランウール使用 ）

9.アランバッグ〈 アランウール 〉　Z ¥4,290（ アランウール使用 ）

10.アランセーターボトルホルダー M または S　Z 各 ¥1,155（ アランウール使用 ）

11.レーシーマフラー〈 パレット10 〉　Z ¥3,410（ カラフルパレット10 使用 ）

12.ネコ耳キャップ Kids　Z ¥1,870（ ロービングキッス使用 ）

13.エミリー　Z ¥4,620 

14.スクエアブランケット〈 ロービングルル 〉　Z ¥6,270（ ロービングルルグラン使用 ）

15.ランダムスクエアブランケット　Z ¥18,700（ ロービングルル、ロービングルルグラン、ウールキュート使用 ）

16.フルールミトン〈 モノトーン 〉　Z ¥4,180 

17.ラグランカーディガン〈リュクス 〉　Z ¥27,577（ アルパカリュクス使用 ）

18.クロッシェキャップ〈フルール＆キュート〉　Z ¥4,070（ モヘヤフルール、ウールキュート使用 ）

19.レーシースヌード〈 モヘヤフルール 〉　Z ¥3,410（ モヘヤフルール使用 ）

20.クロッシェマフラー〈 シャイニーシルクモヘヤ 〉　Z ¥5,390（ シャイニーシルクモヘヤ使用 ）

21.ショルダーバッグ〈プチネップ 〉　Z ¥4,510（プチネップフォープライ使用 ）

22.アラン Dog's ベスト S　Z ¥1,155（ アランウール使用 ）

23.アラン Dog's ベスト M　Z ¥2,200（ アランウール使用 ）

手編みニットで素敵な秋を迎えよう
編みごたえのあるアランニット、可愛い小物やブランケット、
10年ぶりに復刻した白ネコなど、冬まで活躍する魅力的なアイテムをご紹介。

28.モチーフクロス〈 アトリエ 〉　Z ¥7,040 

29.クロスステッチタペストリー〈ソーイング 〉　Z ¥4,620 

30.クロスステッチミニフレーム〈ソーイング 〉　Z ¥3,520 

31.エンブロイダリーケース〈ソーイング 〉　Z ¥4,180 

32.クロスステッチピンクッション〈 アトリエ 〉　Z ¥3,520 

33.ソーイング缶セット　¥3,080 

34.刺しゅう缶セット　¥2,970

35.Nurge 社 ラージスタンド　¥14,300 

36.Nurge 社 フープ25cm（ 金具付 ）　¥2,200 

37.Nurge 社 刺しゅう枠（ 10cm ）　¥990 

38.Nurge 社 刺しゅう枠（ 13cm ）　¥1,045 

39.Nurge 社 刺しゅう枠（ 16cm ）　¥1,100 

40.Nurge 社 フレキシブル刺しゅう枠（ 20cm ）　¥880 

メルスリー−かわいい道具に囲まれて−
憧れのアトリエや可愛い手芸道具をテーマに、刺しゅう小物、
刺しゅうやソーイングの用具セット、新発売の刺しゅう道具をご紹介します。

41.カラフルボーダーブランケット　Z ¥11,770（ウールキュート、ウールスイート使用 ）

42.キッスボーダーバッグ　Z ¥6,435（ ロービングキッス、アランウール使用 ）

43.プレートケーブルスヌード　Z ¥3,410（ アルパカネップ使用 ）

44.ローズマット　Z ¥5,115（ウールスイート使用 ）

45.ローズポーチ　Z ¥3,300（ウールキュート使用 ）

46.ローズルームシューズ　Z ¥3,245（ウールスイート、ウールキュート使用 ）

手編みニットで素敵な秋を迎えよう
晩秋から冬の暮らしを明るく彩るニットアイテムをご紹介。
編み進めるのが楽しいカラフルブランケットや小物でお楽しみください。

47.サンデーバッグⅡ　Z ¥3,366（ コーデュロイ ヴァインローズ使用 ）

48.ボトルネックジャンパードレス　Z ¥6,105（ コーデュロイ ヴァインローズ使用 ）

49.刺し子〈 扇子 〉　Z ¥880（ 刺し子糸 アカ、カラシ使用 ）

心地よい素材でハンドメイド
ホビーラホビーレオリジナルのローズ柄プリントをご紹介。
明るいカラーリングのコーデュロイで初冬に映えるおしゃれをご提案します。

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9月10日（木）受付開始です。
詳しい商品情報はこちら。（2020年10月8日まで）

■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 8 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。  
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生地・手編み糸のご紹介 ♦︎…発売中

Monthly Press vol.117　2020 年 9 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 10月号 vol.118』は10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9月10日（木）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8 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 】
■ダブルスタンプフェア 開 催 中〜9 月30 日（ 水 ）
期間中1,000 円（ 税抜き ）以上お買い上げの方にダブルスタンプサービスをいたします。お得なこの機会をぜひご利用ください。

■ホビーラホビーレ香 林 坊 大 和 店 リニューアルオープンのお知らせ
9 月17 日（ 木 ）7 階フロア内で売場を移転し、装いも新たにリニューアルオープンいたします。

皆様のご来店をスタッフ一同、笑顔でお待ちしております。

■ホビーラホビーレ公 式アプリクーポン 配 信 中〜9 月30 日（ 水 ）
クロスステッチキット合計金額5,000 円（ 税抜 ）以上お買い上げの方に、スレダープチカット、またはクロスステッチ針セットの

どちらか１つプレゼント！ （ 在庫状況によりお選びいただけない場合がございます。その際はご了承ください ）
＊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

9月20日発売

10月10日発売

■ 綿ウールビエラ　レースフラワー
¥3,300/m　約110㎝幅

［ 綿93％ ウール7％］

■コーデュロイ　ヴァインローズ　
¥2,860/m　108 〜110㎝幅　［ 綿100％］ 

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

317581 317582 317583

317599 317600 317601

フィッツジェラルド

317592 317593 317594

スリーピング・ローズ 

317588 317589 317590

♦︎404796 ♦︎404806 ♦︎404807♦︎404797 ♦︎404798 ♦︎404455 ♦︎404456 ♦︎404457 ♦︎404458

■アランウール
¥1,045/ 玉　50g/105m　［ウール100% ］

♦︎404080 ♦︎404081 ♦︎404083♦︎404445 ♦︎404446 ♦︎404447 ♦︎404448

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

♦︎404461 ♦︎404462 ♦︎404463 ♦︎404464

■シャイニーシルクモヘヤ
¥2,640/ 玉　40g/156m　［ モヘヤ（ キッドモヘヤ ）54%レ ー ヨン
17% ポリエステル16% シルク13% ］

♦︎404799 ♦︎404800 ♦︎404801 ♦︎404442 ♦︎404443 ♦︎404444♦︎402803 ♦︎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% ］

404813 404814 404815 404816 403148 402805 403777 404432 403776 404103 404104 403452 404105 403454
404809♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎404810 404811 404812 401839 402808 403774 404428 403773 404100 404101 403457 404102 403459

■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% ］

♦︎20371 ♦︎20361 ♦︎20362 ♦︎20363 ♦︎20353

♦︎20364 ♦︎20372 ♦︎20373 ♦︎20374 ♦︎20375

♦︎20355 ♦︎20352 ♦︎20354 ♦︎20351

♦︎20365

♦︎20359 ♦︎20367 ♦︎20368 ♦︎20369 ♦︎20370♦︎20360 ♦︎20358 ♦︎20357 ♦︎20356 ♦︎20366

■ウールキュート
¥330/ 玉　25g/150m　［ウール100% ］

♦︎404085 ♦︎404086 ♦︎404087

■アルパカリュクス
¥2,420/ 玉　40g/100m　［アルパカ100%（ ロイヤルベビーアルパカ ）］

♦︎404451 ♦︎404452 ♦︎404453 ♦︎404454♦︎404589

■モヘヤフルール
¥1,650/ 玉　40g/95 ｍ　［アクリル51% モヘヤ33% シルク8% ポリエステル8% ］

♦︎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 ）］

404579 404580 404581 404582 404583

■アルパカネップ
¥1,650/ 玉　50g/105m　［アルパカ44% ウール32% ナイロン22% 
レーヨン2% ］

♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎ ♦︎402388 402387 404434 404435 401524 404092
403780 403779 404438 404439 404826 404096 404441 403781 404440

404437 400062 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% ］ 


