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北の模様帖から 夏だより



01 詳細はP09「北の模様帖から夏だより」をご覧ください。

洗練された夏スタイルはさわやかなフラワープリントで

Ⓐ【ジャンパードレス】 【エクルカラーネックレスⅡ】 のびやかにつるを伸ばすテッセンをモチーフにした

〈tessen〉柄を美しく見せてくれる、シンプルなジャンパードレス。エクルネックレスをプラスした上品なおで

かけコーディネートで。

この夏もクリエーターの岡理恵子さんから

北国の澄み切った空気と美しい情景から生まれた模様が届きました。

涼しげなプリントドレスのほかに、

ステッチクロスやタピストリーでお楽しみください。

北の模様帖から
夏だより
6 月25日発売

柄への想い…

風が吹くことが気持ちよく感じられる季節に寄せてできた模様です。

「tessen」

テッセンの花が開いたときの小さな驚きは、大きな星が開いたよ

うです。精巧につくられた花細工のようで、それを支える蔓がストー

リーを紡ぎ、花が終わり花弁が落ちた後に残る実は、衣装替えをした役者のようで舞台

の演目を見るような花だと感じます。

「nami」

穏やかな海の波模様を題材に描きました。波と波がぶつかりながら、白波ができては

消えを繰り返す様子です。水彩で描くことで、水の変化する様子や陽が昇って暮れるま

での時間の経過を織り込んでいます。

Message

岡理恵子　Rieko Oka
テキスタイルデザイナー。北海道を拠点に、2008 年から人の思いと生活に寄り添う模様をテーマに、「点と線模様製作所」

を主催する。自然の情景や植物、さらに雨音や凍てつく寒さなど、見るもの、感じるものを題材にした詩的で美しい模様

世界が注目されている。



詳細はP09「北の模様帖から夏だより」をご覧ください。 02

暮らしとファッションを彩るテッセンモチーフの布小物

Ⓑ【タピストリー〈テッセン〉】 岡さんの描いたテッセンをアレンジしたタピストリー。ブルーを色印刷した土台に、銀

糸やスパングルをプラスした手仕事を楽しんで。

Ⓒ【クラフトバッグ〈テッセン〉】スラブコットンの土台にテッセンの花をステッチ＆アップリケ。銀糸やスパングルの控

えめなキラキラ感が魅力です。

2wayで着こなしが楽しめる、軽やかアイテム

Ⓓ【ストリングドレス】 ブラウジングしてチュニックとして、または少し長めにしてワンピースとしても着られるアイテム。

透け感のあるスラブローンにプリントした新柄〈nami〉でつくりました。

レーシーニットで女性らしさと華やぎを演出

Ⓔ【クロッシェレイヤーボレロ】 長方形に編んだ編み地をとじるだけの簡単ボレロ。後ろ身頃にやさしいドレープがで

きるのがポイントです。デザイン：兵頭良之子

クレマチスを描いたステッチ小物で毎日さわやかに

Ⓕ【ステッチクロス〈クレマチス〉】 クレマチスのブルーとピンクを印刷したクロスに、ステッチをするだけ。透明感の

ある色彩のハーモニーが魅力です。

Ⓖ【ブックカバー〈テッセン〉】 半縫製済みの土台にテッセンの模様をステッチすればできあがり。しおりの先につい

たカエルのチャームもポイントです。

Ⓖ



03 詳細はP09「リバティプリントサマーコレクション」をご覧ください。

大人の夏スタイルは大胆な柄のサンドレスで

Ⓐ【サンドレス】 【ミックスビーズネックレス（ベージュ）】 【ミックスビーズブレスレット（ベージュ）】 大胆なひまわり柄〈スザンナ〉を、

エレガントなミディ丈のサンドレスに。シックなビーズアクセサリーを組み合わせたスタイリングは、旅先からタウンまで幅広いシー

ンにおすすめです。

シックな色づけをしたリバティプリントで、

週末スタイルにぴったりのウエアや小物をつくってみませんか。

こだわりパーツを使ったアクセサリーなど、

遊びのスパイスを効かせたアイテムとともにお楽しみください。

7月10日発売



詳細はP09「リバティプリントサマーコレクション」をご覧ください。 04

一枚でも重ね着しても、キュートなペアキャミソール

Ⓑ【キャミソール】 インナーやボトムの組み合わせ方で、着まわしに重宝するアイテム。小花をストライプ状に色づけ

した〈ダグラス・ストライプ〉柄で。

Ⓒ【こどものキャミソール】 小花をカラフルに描いた〈ニナテイラー〉柄でつくるペアアイテム。胸もとと裾はママとお

そろいの幅広レースをつけてスイートに。

夏のおしゃれ小物は、遊び心をプラスして

Ⓔ【ラッピングネックレスⅢ】 秋の新柄〈スザンナ〉のバイアステープで、人気のネックレスをつくりました。

Ⓕ【バッグみたいなポーチ】 アップリケやステッチで、ハンドバッグのデザインをだまし絵風に描いたポーチは、持っ

ているだけで楽しくなりそう。しっかり収納できるファスナーつきです。

色とりどりのおしゃれなバッグをアップリケ＆ステッチ

Ⓓ【バッグのアップリケタピストリー】スタイリッシュなデザインのバッグをリバティプリントでアップリケ。お部屋に

かわいいバッグショップができ上がります。

おしゃれシーンを広げる手づくりのペアアクセサリー

Ⓖ【BHビーズネックレス＆ブレスレット】 〈ニナテイラー〉柄のバイアステープとBHビーズでつくる簡単アクセサリー。

ファッションに合わせて、お楽しみいただけます。

エマも夏のおでかけスタイルに変身

Ⓗ【ドレスセット・ギャザードレス】 新柄〈ベッツィ・アン〉のドレスにデニムをコーディネートした着こなしがキュート。

赤いレースアップサンダルもかわいいアクセントに。

Ⓒ



05 詳細はP10「夏のバケーション」をご覧ください。

大胆なボーダープリントでリゾート気分を楽しんで

Ⓐ【サンドレス】 裾の花柄が目を引くノースリーブドレス。HOW TO MAKE（実物大型紙）の応用デザインです。

右のドレスには大小のビーズでつくるミックスビーズネックレスをコーディネートしました。

いつもより大胆なプリントや上質なレース素材は

この夏の休日シーンに欠かせないファブリック。

一日でつくれる簡単ウエアとともに

透け感が魅力のレーシーニットをご用意しました。

夏のバケーション
6 月25日、7月10日発売

Summer Vacation

Ⓐ



詳細はP10「夏のバケーション」をご覧ください。 06

甘さ控えめのレースで好印象をプラス

Ⓑ【フレンチブラウス】 ローン地の片側ボーダーレースでつくる、ロング丈のブラウス。愛らしい花模様のデザインを

クールな配色で。

存在感のあるモチーフつなぎのベストは、はおるだけで装いを印象的に

Ⓒ【モチーフYネックベスト】 繊細なコットン糸で編んだレーシーベストは、１種類のモチーフをつなぐだけで完成。

装いの印象を変える、便利なアイテムです。

ラメニットは、シンプルにまとめて大人っぽく

Ⓓ【シャイニーフィルボレロ】 方眼編みだけで編み上がるシンプルなボレロ。落ち着いたゴールドの輝きを主役に、色

数を抑えたコーディネートで。

おでかけにはきちんと感のあるペアベストがおすすめ

Ⓔ【ヨークベストLadies’&kids】 ドライな風合いのウールシェイプで編んだカギ針編みの丸ヨークベスト。ワンピース

やブラウスなど、どんなアイテムとも相性のいいデザインです。



07 詳細はP10「夏のバケーション」をご覧ください。

アレンジ自在、手編みのレーシーストール

Ⓕ【カレイドスコープストール】コットンフィールファインの単色と段染めを組み合わせた、ニュアンスのある編み上

がりが魅力。編みながらモチーフをつなげていきます。

透け感をクールに着こなす、大人のレース

Ⓗ【ノースリーブブラウス】花を一面に刺しゅうした上質な綿麻レースでつくる、シンプルなブラウス。幅広いシーンに活躍する、夏のオールラウンドアイテムです。

タウンでもリゾートでも映えるニット

Ⓖ【モチーフロングベスト】夏にも快適なサマーウールで仕上げるカギ針編みのベスト。モチーフの透け感が上品で

涼しげ。

Ⓕ



詳細はP10「おつきみ」をご覧ください。 08

秋の月を愛でる〈おつきみ〉は、

平安時代から続く伝統行事のひとつ。

今年の名月を、情感あふれるタピストリーや

フレームで迎えてみてはいかがでしょう。

おつきみ
6 月25日発売

洋間や小さなスペースにも秋を迎えるディスプレイを

Ⓐ【おつきみのタピストリー】秋の七草とおつきみの情景をすっきり配置したタピストリー。余韻のある後ろ姿のうさぎが印象的です。

Ⓑ【おつきみのミニフレーム】月を見上げる一羽のうさぎが大人っぽい仕上がり。小さなフレームは贈り物にもおすすめです。

落ち着きのある和のコーナーづくりに

Ⓒ【おつきみのフレーム】縦長フレームは、和のコーナーづくりにぴったりの人気の形。満月の夜のワンシーンをステッチとアッ

プリケで描きました。



09

北の模様帖から / 夏だより　6月25日発売　掲載ページ P01～02　

表示価格はすべて消費税込みの価格です。000000 は商品コードです。お問い合わせ時にお伝えください。

ジャンパードレス　H700057 ￥735　Z￥5,313　S：2.2m　M～LL：2.3m（北の模様帖 308137）　K￥15,813 デザイン：月居良子

エクルカラーネックレスⅡ　Z457780 ￥3,360　K￥6,510　外約 93cm　内約 83cm　

タピストリー〈テッセン〉　Z352560 ￥6,090 K￥23,100　約 59×50cm　デザイン：岡理恵子 

クラフトバッグ〈テッセン〉　H352561 ￥5,880 K￥18,900　約 25×34×7cm　デザイン：岡理恵子

ストリングドレス　H700108 ￥1,050　Z4,620　S～L：2.2m LL：2.3m（北の模様帖 308142）　K￥15,120

クロッシェレイヤーボレロ　Z￥3,560（クロッシュコットン20415：8コ　IS402274）　K￥24,560 デザイン：兵頭良之子

ステッチクロス〈クレマチス〉　Z352559 ￥3,150 K￥15,750　約 47×47ｃｍ　デザイン：岡理恵子

ブックカバー〈テッセン〉　Z352562 ￥2,940 K￥9,450　約 16×12cm　＊本体は半縫製済み　デザイン：岡理恵子

クロッシュコットン　￥399　25ｇ/200ｍ　［綿100%］　全19 色　日本製　＊発売中

北の模様帖〈tessen〉　約 110 ～112cm 幅　￥2,310/m　［綿100%］　日本製

北の模様帖〈nami〉　約 110 ～112cm 幅　￥2,100/m　［綿100%］　日本製

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

リバティプリントサマーコレクション　7月10日発売　掲載ページ P03～04　

308139 308140 308141 308142

約23㎝約36㎝

308136 308137 308138

サンドレス（ロング丈）　H700096 ￥1,260　　Z￥7,938　S～LL：2.7m（リバティプリント308161）　K¥18,438　デザイン：月居良子

ミックスビーズネックレス〈ベージュ〉　Z457845 ￥1,890 K¥3,780　約 90～100cm

ミックスビーズブレスレット〈ベージュ〉　Z457844 ￥1,365 K¥2,310　約 18cm 

キャミソール　Z ￥3,906　M：0.9m （リバティプリント308170　幅広トーションレース457843：1コ　IS-F）　K¥13,356

こどものキャミソール　Z ￥3,612　100cm：0.8m　110cm：0.9m　120cm：1.0m （リバティプリント308162　幅広トーションレース

457843：1コ　IS-F） K¥12,012

バッグのアップリケタピストリー　Z352566 ￥6,090 K¥21,000　約 46×36cm　イラスト：がなはようこ

ラッピングネックレスⅢ　Z457881 ￥1,628 K¥4,305　約 78cm　

バッグみたいなポーチ　Z352567 ￥3,360　K¥10,500　約 12.5×18×5cm　イラスト：がなはようこ 

BHビーズネックレス&ブレスレット　Z457882 ￥2,415 K¥4,620　ネックレス：約 90cm　ブレスレット：約 17～20cm

ドレスセット〈ギャザードレス〉　Z352568 ￥2,940 K¥12,600　＊ドール別売り 

ドール本体キット〈エマ〉　Z351061 ￥3,570 K¥9,240 約 35cm ＊発売中

コードネックレス 左から、〈オレンジ〉457884　〈ピンク〉457885　￥1,733　K¥2,993 約 90～95cm 

幅広トーションレース 457843 ￥1,260 約 50mm幅×1.8m入　［綿 100％］　日本製

トーションレース ￥945 約 25mm幅×1.8m入 左から、457851、457852、457853、457854

ＢＨビーズアソート・ナツメ ￥420　9コ入 〈アイボリー〉457813 〈レッド〉457810

ＢＨビーズ 457257 ￥630 約 7mm×52コ入 ＊発売中 

リバティプリント･コード　￥1,260 太さ約 2mm×4.5m入　［綿 100%（芯 ポリエステル）］ 日本製 

左から、〈ベッツィ・アン〉457834、457835 　〈スザンナ〉457837、457838

リバティプリント･アイロンアップリケ〈クローバー〉　 ￥1,050 約 60mm　3 枚入 日本製

左から、〈赤ピンク系〉457839 〈ピンク系〉457840　〈ブルーグリーン系〉457841

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

④① ② ③

④① ② ③

⑧⑤ ⑥ ⑦

⑫⑨ ⑩ ⑪

⑮ ⑯

⑰ ⑱

⑬ ⑭

⑧ ⑤ ⑥ ⑦

⑨ ⑩ ⑪
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おつきみ　6月25日発売　掲載ページ P08

Z＝材料セット価格　  IS＝つくり方シート H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

おつきみのタピストリー　Z352563 ￥3,990 K¥14,700　約 33×30cm　イラスト：髙野紀子 

おつきみのミニフレーム　Z352565 ￥2,520 K¥7,350　約 13×13cm　イラスト：髙野紀子 

おつきみのフレーム　Z352564 ￥3,570 K¥12,600　約 29×14cm　イラスト：髙野紀子

①

②

③

サンドレス（ミディ丈）　H700096 ￥1,260　Z￥6,699　S：2.8m　M：2.9m　L：3.0m　LL：3.1m（バカンスボーダープリント308174）　

K¥17,199 　デザイン：月居良子

サンドレス（ミディ丈）　H700096￥1,260 Z￥6,699　S：2.8m M：2.9m　L：3.0m　LL：3.1m（バカンスボーダープリント308175）　

K¥17,199 　デザイン：月居良子

フレンチブラウス応用（チュニック丈）　H700066 ￥735　Z￥6,783　S～LL：1.9m （ホワイトフラワー・ボーダーレース 308134）　

K¥17,283 　デザイン：月居良子

モチーフ Yネックベスト　Z￥4,778 （コットンフィールファイン401375：7コ　IS402275）　K¥36,278 

シャイニーフィルボレロ Z￥8,925 （シャイニーフィル 401394：10コ　IS402266）　K¥32,025 

ヨークベスト　Z￥5,250 （ウールシェイプ400009：9コ　貝ボタン 97322：3コ　IS401232） K¥32,550 

ヨークベストkids　Z￥3,423 （ウールシェイプ400016：5コ　キザミボタン455690：3コ　IS401233）　K¥22,323 

カレイドスコープストール　Z￥4,778 （コットンフィールファイン401196：4コ 401382：3コ　IS401407)　K¥28,928 

モチーフロングベスト（応用）　Z￥6,195 （ウールシェイプ400834：10コ　キザミボタン455687：6コ　IS401227）　K¥37,695 

ノースリーブブラウス　H700105 ￥1,050　Z￥5,733　S～LL：1.3m（綿麻レース 308179）　K¥16,328 

コットンフィールファイン　¥630　25g/160m　［綿100%（エジプト綿）］　全19 色　日本製　＊発売中 

シャイニーフィル　¥840　25g/165m　［レーヨン75%　ポリエステル25%］　全 4色　日本製　＊発売中 

ウールシェイプ　¥504　25g/125m　［ウール100%]　全 22 色　日本製　＊発売中 

ホワイトフラワー・ボーダーレース 約 110 ～112cm 幅　¥3,570/m　［綿100%］　日本製 

バカンスボーダープリント 約 110 ～112cm 幅　¥2,310/m　［綿100%］　日本製　 

 綿麻レース 約 110～112cm 幅（レース有効幅 95～98cm）　¥4,410　［綿 90%　麻 10%］　日本製 　　

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

夏のバケーション　6月25日発売、7月10日発売　掲載ページ P05～07　

⑭

約 28㎝

約 38㎝

308174 308175 308176 308177

308133 308134 308135

308178 308179 308180 308181

約 8㎝

約 8㎝ 約 10㎝

約 10㎝

［ ベッツィ・アン Betsy Ann］

［ ニナテイラー Ninataylor］ ［アンフォーゲッタブル・モーメント Unforgettable Moment］

［スザンナ Susanna］

308153 308154 308155 308156

308162 308163 308164 308165 308166 308167 308168 308169

308157 308158 308159 308160 308161

約 8㎝

［ダグラス・ストライプ Douglas Stripe］

308170 308171 308172

457825B

308195L

457829B

308917L

457830B

308918L

リバティプリント　￥2,940/m　約 110～112cm 幅　［綿100％］　日本製

　  バイアステープ ￥630　約 4cm 幅×2m入　［綿100％］　日本製

　  ラミネート　￥1,838　約 105～108cm 幅×約 50cm　［綿100％　表面 PVCコーティング］　日本製

⑲
B

L
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⑬⑬⑨

⑮ ⑯

⑩ ⑪

（③⑭：6月25日発売）＊指定以外は 7月10日発売



華やかなドレスでおめかしをしたネコとウサギの編みぐるみ。材料とつくり方説明書がセットに
なった、全 4回の頒布会です。ふわふわモヘヤのドレスに、キラキラビーズのアクセサリーやバッ
グをコーディネートしました。 お気に入りのファッションでみんなが集まれば、楽しいおしゃべり
が聞こえてきそう。素敵なソファとスタンド（2 つ）が付いてパーティー気分も盛り上がります。

「ヴィヴィアン」：約28cm 「マーガレット」：約24cm
スタンド1コ付

「キャロル」：約24cm
スタンド1コ付

「マリリン」：約28cm
オリジナルソファ1コ付

〈全4回

素敵なソファとスタンド付き！！

ゴージャス＆ラブリーなドレスや小物が魅力的！

ネコとウサギの編みぐるみ
全4回分ご一括のみ ￥15,540

【お渡し日】 第 1回： 8 月25日
第 2回： 9 月25日
第 3回：10月25日
第 4回：11月25日

6月 25日からご予約承ります。

数量に限りがございますので、

お早めにどうぞ！

各回セット内容：毛糸　ビーズ　リボン　刺しゅう糸　ワイヤー　フェルト　綿などの材料セット 説明書

ホビーラホビーレの頒布会

第1回：8月25日お渡し 第2回：9月25日お渡し 第3回：10月25日お渡し 第4回：11月25日お渡し

ホビーラホビーレ手づくりアワード 2013

「口金の小物」結果発表！

「そよ風にゆれて」

重吉かなえさん

手づくりアワード 2013「口金の小物」にご応募
をいただいた皆様、誠にありがとうございました。
たくさんのアイデアあふれる応募作品の中から
13 作品が第 1次審査を通過。第２次審査は 4 月
26 日から 5 月 6 日まで、ホビーラホビーレ店頭
及びホームページ、また、東京ビッグサイトで開
催された『日本ホビーショー』内でのホビーラホ
ビーレブースにて一般投票を実施。投票総数
1699 票の中から金・銀・銅・入賞作品が決定し
ました。詳細はホビーラホビーレホームページに
てご紹介しています。次回の手づくりアワードも
どうぞお楽しみに！

（左）４月２５日から２７日まで東京ビッグサイトで開催さ
れた『日本ホビーショー』ホビーラホビーレブース内の様
子。（右）展示された第１次審査通過の１３作品。

金賞金賞

「スミレとビオラの
フエルトバッグ」

堀内敬子さん

銀賞銀賞

「マーブルチョコ風ポーチ」

戸田英伊子さん

銅賞銅賞

6月25日から
ご予約開始！
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TAKE FREE
ご自由にお持ちください

掲載商品のご予約受付開始は、一部を除き 月6 10月 日（月）からになります。

■完成品の通信販売は行っておりません。■ウエアは大人M サイズ、子ども１００㎝サイズの価格です。ただし、ウエアの付属品は材料の価格に含ま
れません。■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１００㎝サイズの価格です。■価格、商品のサイズ、仕様・デザイン
などは２０１3年5月現在のもので、変更が生じる場合がございます。ご了承ください。■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。
ご了承ください。■掲載の商品は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。http: //www.hobbyra -hobbyre .com■本誌
掲載のものを複製、転載することを禁じます。  ■お問い合わせ、ご注文に関しましては、最寄りのショップ店頭またはお電話でお問い合わせください。

次回『MONTHLY PRESS 7月号 vol.31』は7月10日発行です。どうぞお楽しみに！ www.hobbyra-hobbyre.com

ホビーラホビーレ
オンラインショップ

メルマガ会員募集中！
（こちらの QR から無料登録できます）

SHOP INFORMATION

秋の準備はお気に入りの刺しこから始めてみませんか。
うさぎやおつきみをテーマにしたかわいいデザインがそろいました。季節の刺しこ

① ②

③ ④　　　　　

NEW

枡ざしⅡ Z457757 ￥630　K ¥K 6,720（使用糸：d）

七宝 Z452047 ￥630　K ¥K 6,720（使用糸：e） 

秋 Z457169 ￥1,050 K ¥K 7,140 （使用糸：a、b、c）

うさぎ Z455779 ￥630　K ¥K 6,720（使用糸：e）

〈ステッチクロス〉　各￥420　約 32×37cm

ステッチヤーン　各￥210

 ステッチニードル 502320 ￥137（針長短 5本、

糸通し入）

＊①6/25 発売　②～⑥発売中

①

②

③

④

⑤

⑥

457495 457165

452080 452081

452079

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　＊２０１3 年4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

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

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

グランフロント大阪店　06-6359-4201　

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

中中国

そごう広島店　082-511-7688

福屋広島駅前店　082-568-3640

九九州

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

お待たせいたしました！待望の自由が丘
店がオープンいたします。
自由が丘駅より徒歩１分、ホビーラホビー
レ初の路面ショップです。街歩きを楽しみ
ながらぜひお立ち寄りください。
・オープン記念イベント 「CHABUTTON
(チャボタン)」フェア
オリジナルボタンや愛らしいフエルト小
物などをご用意しました。
住所：東京都目黒区自由が丘1-29-2

●ホビーラホビーレ自由が丘店
　6月21日(金)グランドオープン！

EVENTE

NEWSN

LESSONL

今月は夏のソーイングにピッタリな爽やかな生地が登場。店内のお
好きな生地でお洋服を同時に2着オーダーいただくと、お仕立て代
が20%OFFになる「オーダー承りキャンペーン」もいよいよ今月末
までです。ぜひご利用ください。

●ソーイングフェア　開催中～6月30日(日)

リバティプリントを使って、刺しゅうフレームを作ります。■作品
名：ファブリックフレーム＜ヴィオラとロビン＞■開催日：7月9日
(火)■場所：クレアシオンドゥリュクス伊
勢丹新宿本店■参加費：￥7,350　詳細
は店舗にお問い合わせください。玉川店・
アトレ吉祥寺店・ジェイアール名古屋タ
カシマヤ店・梅田阪急店でもレッスン開
催予定。どうぞお楽しみに！

●青木和子さんスペシャルレッスン決定！

〈6月19日(水)～25日(火) リメンバーキルト「宮崎順子の世界」〉
会場：本館6階趣味雑貨プロモーションスペース
直前に海外で買い付けした商品をはじめ、宮崎順子さんおすすめの
商品を販売します。
〈6月19日(水)13時半～
宮崎順子さんのパッチワークレッスン〉
会場：本館7階バンケットルーム
各詳細は、クレアシオン ドゥ リュクスまで。

●クレアシオン ドゥ リュクス伊勢丹新宿本店イベントのご案内

そごう横浜店は6月28日(金)に9階フロア
での営業を終了し、7月1日(月)より7階ロ
フト内インテリアゾーンに、横浜ロフト店
としてリニューアルオープンいたします。
「ハンドメイドからはじまる、すてきな暮
らし」をテーマに手づくりしたくなる商品
が一層充実！皆様のお越しをお待ちして
おります。

●ホビーラホビーレ横浜ロフト店
　7月1日(月)リニューアルオープン！

写真は完成
イメージです
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