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オータムファッションⅡ 手編みニットでブラッシュアップ／秋色のリバティプリント／

ストーリーのある暮らし ヘンゼルとグレーテル

ニットアラカルト
これから編みたい



01 詳細はP09「これから編みたいニットアラカルト」をご覧ください。

色をたくさん使ったニットが好きです。伝統的な柄だったらなおさら。フェア

アイルに地柄を組み合わせ、糸もストレート・ネップ・モヘヤ等をミックス。

いろんな要素が詰まったニットは、いろんな洋服にも合うので大活躍します。

Message

Ⓐ【ブリティッシュカラーカーディガン】【ブリティッシュカラーキャップ】 伝統的な編み込み模様や表情豊

かな編地など、原田睦美さんらしい凝った仕上がりが魅力的な、ラグランスリーブのカーディガンとキャップ。

差し色のブルーやピンクで甘さを加えた女性らしい色調もポイントです。こちらのシリーズは、材料がすべ

て揃ったニットキットをご用意しておりますので、すぐに編みはじめられます。

Ⓑ【ブリティッシュカラーマフラー】 色彩豊かな編み込みにボアの生地をはぎ合わせて、リバーシブルで使

えるマフラー。どんなコーディネートにもマッチします。

「ゆったり」が心地いい、幅広ニット

Ⓒ【スイートティーセーター】 横長のゆったりとしたフォルムで、動きやすさが魅力のプルオーバー。脇にスリットが入っ

たやや透け感のある編地は、重ね着スタイルも軽やかに見せてくれます。

「ふわもこ」カラフルニット

Ⓓ【バルーンマフラー＆キャップ】 編んでいくうちに、色がどんどん変わっていくのが楽しい、マフラーとキャップ。

それぞれ〈ループバルーン〉1玉で編めるので、週末につくってスタイリングにすぐに投入できます。

Ⓔ【バルーンポンチョkids】 肩をすっぽりと覆ってくれるので、元気に遊んでも着崩れしない、動きやすいフード付の

ポンチョ。大きなポンポンもチャーミング。

Ⓕ【バルーンボレロ】真っ直ぐに編んで脇をとじるだけで、柔らかなカラーリングのボレロが完成します。空気を含ん

だループヤーンの優しいグラデーションも素敵。

シンプルに編むだけで、着こなしに新鮮なニュアンスを与えてくれる

ホビーラホビーレの新しい手編み糸。

ふんわりと軽い上質感や、美しい配色を楽しみながら

お気に入りの秋冬ニットを編んでみませんか？

ニットアラカルト
これから編みたい

9月10日発売

原田睦美　Mutsumi Harada
大手アパレルメーカーでニットのチーフデザイナーとして活躍しながら、フリーとしても雑誌、書籍

などに作品を発表し活躍中。ファッショナブルなデザインと絶妙な色使いには定評がある。 

ずっと長く愛用できるニットウエア

原田睦美さん×ホビーラホビーレ
新作キットが登場！



詳細はP09「これから編みたいニットアラカルト」をご覧ください。 02

美しいグラデーションが、たった1玉で完成！

Ⓖ【キッドシルクヘイズストール】 1玉で仕上がるのでカラーを変えて何枚もつくりたくなる、棒針編みのストール。

Ⓗ【キッドシルクヘイズボレロ】 モヘヤとシルクの混紡で、柔らかくなめらかな肌ざわり。カギ針編みで軽やかに。

Ⓘ【キッドシルクヘイズベスト】 基本的なメリヤス編みで、ゆったりと真っ直ぐに編むだけのデザイン。ボーダー状に

表情を変える色合いの美しさは、また色違いでつくりたくなります。

週末は、硬派なブリティッシュトラッドのペアルックでリラックス

Ⓙ【ツイードカラーベスト Men’s & Ladies’】 ナチュラルなネップが入ったツイード糸で編んだ、トラッドなショールカ

ラーのベスト。季節の変わり目や、温度差が気になるリゾート先でも重宝しそう。

Ⓚ【ツイードアランキャップ＆スヌード】 これからの季節には欠かせない、飽きのこないニットキャップとスヌード。編

地に奥行きをあたえる〈ローワン・ツイードアラン〉を使用しています。



03 詳細はP09「オータムファッションⅡ手あみニットでブラッシュアップ」をご覧ください。

夕暮れどきに、ふと乾いた風を感じたら、そろそろ秋冬の手仕事シーズン。

温もりを添える配色のニットや着まわし上手なベーシックウエアなど、

お気に入りのハンドメイドを揃えて、オータムファッションに磨きをかけて。

オータムファッションⅡ

手編みニットで
ブラッシュアップ

Ⓔ

8 月25日、9月10日発売

花モチーフが主役のニットキット

Ⓐ【フローラルスヌード】 【フローラルミトン】 カギ針で編んだプチフラワーを、ぎゅっと集めてロマンティックに飾っ

たスヌードとミトン。憧れのフラワーガーデンをファッションの一部として身にまとう、素敵なニットキットをご用意し

ました。

ダークトーンでシックなスタイル

Ⓑ【ラグランチュニック】【リボンブローチ】 深みのあるブラウン系で、シックな雰囲気が漂うチュニック。フランスの

トワル・ド・ジュイ博物館のアーカイブ柄からセレクトした「レ・クルール・フランセイズ」のビエラ素材を使用しまし

た。胸元を飾るグログランリボンとビーズのブローチもおしゃれなアクセントに。

手編みの温もりが伝わる、懐かしいニット小物

Ⓒ【シェリー編み込みマフラー＆キャップ Kids】〈ウールシェリー〉2～3玉でできあがる、ポンポンがチャーミング

なマフラーとキャップ。

Ⓓ【シェリー編み込みマフラー＆キャップ Ladies’】 2色使いでくっきり浮かんだ幾何柄は、家族で過ごすアウトドア

にもぴったり。

週末は、ファミリーニットでお出かけしましょう

Ⓔ【シェリーアランベスト Ladies’&Kids】 トラディショナルなアラン模様を編み込んだ、秋冬ファッションには欠かせ

ないベスト。軽く空気を含んだ温かさが特徴の〈ウールシェリー〉は、編地の美しさが魅力です。



詳細はP09「オータムファッションⅡ手あみニットでブラッシュアップ」をご覧ください。 04

カラフル＆キュートな、親子のペアルック

Ⓖ【モチーフポンチョ Ladies’ &Kids】モヘヤ混のふんわりとした感触と1本の糸で編んでいるのに豊かなカ

ラーミックスが楽しめるポンチョ。四角いモチーフをひとつずつ編んで集めたら、自由に配色を組み合わせ

てはぎ合わせます。首周りがルーズにならない、襟をつけたデザインも高ポイント。

爽やかニットとリバティプリントで、
スタイリングをブラッシュアップ
Ⓘ【タックプリーツスカート】 【リンネットヨークベスト】 清楚なタックプリー

ツスカートと、フレアなシルエットの模様編みのベストをコーディネート。ス

カートに仕立てた、リバティプリント・ビエラ〈ロッセリー〉の小花柄がくっき

りと映えます。

デイリーに使えるシンプルなウエアと
カラフルアクセサリー
Ⓙ【ジャンパードレス】 【カラフルパーツ・ネックレス】 深みのあるワインカ

ラーで秋色を意識したジャンパードレスは、密度が高く温かい圧縮ウール

のすっきりとしたシルエットが大人の装いにぴったり。丸形パーツ 4 色でつ

くるネックレスも人気のデザイン。

シーズン毎につくりたくなる、
カンタン！ ゴムスカート
Ⓚ【イージースカート】 お気に入りのファブリックを見つけたら、今すぐつく

りたくなる、エレガントなボリューム感のゴムスカート。贅沢な総レースが

上品な雰囲気を与えてくれる〈オータムレース〉を使って仕上げました。

ラフに着こなすのがポイント

Ⓗ【ファニーベスト】【シャイニーネックレス】 地味になりがちなワンカラーのコーディネートには、ダイナミックな配色の変形

ベストを合わせて、都会派スタイルへとグレードアップ。大きくひし型に編んだ2枚をはぎ合わせて完成です。コットンパール

やビーズをチェーンに通したネックレスは、上品な輝きが女性らしく映えます。

シンプルなデザインこそ、おしゃれな魅力を引きだします

Ⓕ【ベルスリーブジャケット・ショート丈】 【刺しゅうワッペン・ブローチ】 縫いやすいソフトウールニットを

使った、ノーカラーのベルスリーブジャケット。どんなインナーやボトムスでもバランスよくマッチするシン

プルなデザインでオンオフ問わず着られます。ローズモチーフのブローチで、控えめな甘さをトッピング。



05 詳細はP10「秋色のリバティプリント」をご覧ください。

この秋着たい、旬のワードローブ

Ⓐ【タックプリーツスカート】 ウエスト周りを程よくフィットさせたタック使いで、女性らしい雰囲気にデザインしたスカート。

Ⓑ【リボンブラウス】 フロントに寄せた控えめなギャザーやリボン使いで、若々しく可愛らしいニュアンスを加えたブラウス。

Ⓒ【ショールカラーキルティングジャケット】 ダブル前のショールカラーで着こなしやすいデザインにこだわったキルティングジャケットは、上品なカラーリングの〈ファーガス〉で仕上げました。

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

秋色のリバティプリント

シックで繊細な多色使いが今年らしい新作のリバティプリントは

キルティング素材も加わり、秋冬のおしゃれに華を添えるラインナップ。

人気のキット「ティータイム」コレクションからは、

新しいデザインが登場し、くつろぎの手づくりタイムを彩ります。

9月10日発売



詳細はP10「秋色のリバティプリント」をご覧ください。 06

Ⓕ

Ⓘ

Ⓗ

Ⓖ

Ⓔ

イングリッシュティータイム

Ⓓ【ティーのアップリケタピストリー】 優雅なティータイムを演出する、カップボードに見立てたタピストリー。ほんの

り秋色のリバティプリントを贅沢に使っています。

新しいデザインが登場！ リバティプリントのティーカップ

Ⓕ【ティーカップ】 カップ＆ソーサーの小物入れは、存在感のある立体的なデザイン。内側にもお花のステッチを入れ、

どこから見てもキュートな雰囲気に。

Ⓖ【ティータイムのアップリケフレームⅡ】 柄を小さく切り取っても華やかな、リバティプリント9種のアップリケとス

テッチで仕上げるフレーム。スプーンのチャームをトッピングするデザインに遊び心を感じます。

ステッチクロスで、おもてなし

Ⓔ【ティータイムのステッチクロスⅡ】ピンクとゴールドの刺しゅう糸が、ちょっとリッチな雰囲気を与えてくれるステッ

チクロス。カップ＆ソーサーの図案は人気のデザイン。

小物でも可愛らしさをアピール

Ⓗ【ペアのきんちゃくポーチ】 縫い合わせた本体のレース部分に、コードを通せば簡単に巾着のできあがり。コンパク

トや口紅などが入るサイズなので、お友達にプレゼントにしても喜ばれそう。

Ⓘ【ポンポンヘアゴム】リバティプリントのバイアステープを使って短時間でつくれるヘアゴム。

Ⓙ【コードフラワーのミニブローチ】 リバティプリント・コードとくるみボタンでつくるミニブローチは、フラワーリリヤ

ンボビンで仕上げます。



07 詳細はP10「ストーリーのある暮らしヘンゼルとグレーテル」をご覧ください。

世代を超えて親しめる、「ヘンゼルとグレーテル」のストーリーが広がるタピストリー

Ⓐ【タピストリー〈お菓子の家〉】 お菓子の家、森の木々や動物、冒険する2人の絵柄など、新柄の「プチモチーフコレ

クション」をいろいろなサイズに切り取って組み合わせるタピストリー。レッド＆ブラウンの落ち着いた色使いも特徴。

グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」にちなんだ柄が、プチモチーフコレクションに新しく登場。森の中を冒

険する様子や、お菓子の家などのモチーフを散りばめました。色は明るいアイボリー、秋を意識した温かなブ

ルー、落ち着いた雰囲気のグレーパープルの3色をご用意しました。

幼い頃に絵本で見た、憧れのお菓子の家…

グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」をテーマにした新しい柄を使って

生活の中に、ファンタジーなおとぎ話の世界を散りばめてみませんか？

楽しくつくれる、タピストリーや小物のキットをご紹介します。

ストーリーのある暮らし
ヘンゼルとグレーテル
8 月25日発売

Hansel & Gretel

petit motif collection 



詳細はP10「ストーリーのある暮らしヘンゼルとグレーテル」をご覧ください。 08

テーブルを飾る、布のバスケット収納

Ⓑ【バスケット〈お菓子の家〉】 リビング周りの小物類などをまとめておくのに便利なバスケット。小さなヨーヨーキル

トの丸いギャザーが、テーブルの上を可愛らしく演出します。底面にはプラ板が入るので、安定感もあります。

ステッチで綴る、「ヘンゼルとグレーテル」のストーリー

Ⓒ【ステッチクロス〈ヘンゼルとグレーテル〉】 刺しゅうが好きな方にも楽しんでいただける、布絵本のようなステッチ

クロスをご用意しました。土台布には刺しゅう線や色印刷が入っているのもポイントです。

お気に入りの手づくりクッション

Ⓓ【クッション〈お菓子の家〉】 タピストリーとお揃いでつくりたい、クッションカバー。置く場所を選ばず、さりげな

くお部屋に飾れるので長く愛用できそう。

柄あわせが楽しめる、2種類のキット

Ⓔ【ヨーヨーのミニタピストリー】 兄妹が森を冒険する様子を描いた4つのモチーフに、ヨーヨーキルトの縁飾りをあ

しらい、新鮮味をプラスしたミニタピストリー。

Ⓕ【マルチケース〈お菓子の家〉】 コンパクトに持ち歩ける便利なマルチケース。両サイドに開くファスナーの内側には、

カードやパスポートなど、細かく仕分けできるポケットが付きます。
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これから編みたいニットアラカルト　9月10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。

ブリティッシュカラーカーディガン　Z402420 ￥12,600 K¥46,200　デザイン：原田睦美

ブリティッシュカラーキャップ　Z402422 ￥5,040 K¥19,740　デザイン：原田睦美

ブリティッシュカラーマフラー　Z402421 ￥6,510 K ¥23,310　デザイン：K 原田睦美

スイートティーセーター　Z¥5,145 （ウールスイート400102：13コ IS：402465）　K¥30,345

バルーンマフラー　Z¥2,258（ループバルーン402379：1コ IS：402459）　K ¥7,508K

バルーンキャップ　Z¥2,258（ループバルーン402379：1コ IS：402459） K ¥7,508K

バルーンマフラー　Z ¥2,258（ループバルーン402382：1コ IS：402459）　K ¥7,508K

バルーンキャップ　Z¥2,258（ループバルーン402382：1コ IS：402459） K ¥7,508K

バルーンポンチョKids　Z¥4,148 （ループバルーン 402378：2コ IS：402458） K ¥16,748K

バルーンボレロ　Z¥6,038 （ループバルーン 402379：3コ IS：402457）　K ¥18,638K

キッドシルクヘイズストール　Z ¥4,568 ( ローワン・キッドシルクヘイズストライプ402365：1コ IS：402464）　K ¥21,368K

キッドシルクヘイズクロッシェボレロ　Z ¥4,568 ( ローワン・キッドシルクへイズストライプ402364：1コ IS：402463）　K ¥21,368K

キッドシルクヘイズベスト　Z¥4,568（ローワン・キッドシルクへイズストライプ402368：1コ IS：402462）　K¥21,368

ツイードカラーベストMen's　Z¥12,285（ローワン・ツイードアラン402377：8コ　バスケットボタン21ミリ457977：2 袋

IS：402460）　K¥37,485

ツイードカラーベストLadies'　Z¥9,555（ローワン・ツイードアラン402375：6コ　バスケットボタン21ミリ 457976：2 袋

IS：402460）　K¥32,655

ツイードアランキャップ　Z¥3,098（ローワン・ツイードアラン402376：2コ IS：402461）　K ¥11,498K

ツイードアランスヌード　Z¥4,463（ローワン・ツイードアラン402371：3コ IS：402461）　K ¥14,963K

バスケットボタン 21mm　 ¥420　〈ブラウン〉457976　〈ダークブラウン〉457977　約 21mm、3コ入　［ナイロン］　

ループバルーン　¥1,890 80g/80m　［ウール 97%　ナイロン3%］　日本製　全 6色

ローワン･ツイードアラン　¥1,365 50g/96m　［ウール100%］　イギリス製　全 7色

ローワン･キッドシルクヘイズストライプ　¥4,200　50g/420m　［モヘヤ 70%　シルク30%］　イタリア製　全 7色

ウールスイート　¥368 25g/70m　［ウール100%（メリノウール）］　日本製　全 25色
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オータムファッションⅡ手編みニットでブラッシュアップ　8月25日発売（①②④～⑩⑬～⑮⑰⑳㉑㉔㉕㉘㉛）9月10日発売（③⑪⑫⑯⑲㉒㉓㉗㉙㉚）　掲載ページ P03～04

フローラルスヌード　Z402418 ￥6,090 K ¥27,090K

フローラルミトン Z402419 ￥3,360　K¥15,960

ラグランチュニック（ロング丈） H700082 ￥735　Z¥5,775　M：2.5m（レ・クルール・フランセィズ：309128）　K¥16,275

デザイン：月居良子

リボンブローチ　Z457956 ￥2,940　K¥6,090　約 4cm　デザイン：佐藤香織

シェリー編み込みマフラーKids　Z¥2,888（ウールシェリー 402354：2コ　402359：1コ IS：402453）　K¥11,288

シェリー編み込みキャップ Kids Z ¥2048（ウールシェリー 402354･402359：各1コ IS：402453） K¥8,348

シェリー編み込みマフラー　Z¥5,408 （ウールシェリー 402360：4コ　402357：2コ IS：402453）　K¥20,108

シェリー編み込みキャップ　Z¥2,888（ウールシェリー 402360：2コ　402357：1コ IS：402453）　K¥13,388

シェリーアランベスト　Z¥8,085（ウールシェリー 402361：9コ IS：402451）　K¥29,085

シェリーアランベスト Kids　Z¥4,725（ウールシェリー 402353：5コ IS：402452）　K¥19,425

ベルスリーブジャケット（ショート丈）　H700114  ￥1,050　Z¥5,670　S・M：1.2m　L・LL：1.3m（ソフトウールニット309197）　K ¥16,170K

刺しゅうワッペン･ブローチ　Z¥1,680　〈ピンク〉457984 〈アイボリー〉457985 〈ネイビー〉457986 K¥4,200

大：約 10×5.5cm　小：約 4×5.5cm

モチーフポンチョLadies'　Z¥8,873（ロービングルル 401837：9コ IS：401929）　K¥29,873

モチーフポンチョKids　Z¥5,093（ロービングルル 402385：5コ IS：401929）　K¥17,693

ファニーベスト　Z¥8,558 （モヘヤブロッサム401856：6コ IS：402456）　K¥29,558

シャイニーネックレス　Z457987  ¥3,360　K¥5,880　約 90cm

タックプリーツスカート（ショート丈）　H700010 ¥735　Z¥5,292　S・M：1.8m　L・LL：1.9m （リバティプリント・ビエラ309113）　K¥15,792

デザイン：月居良子

リンネットクヨークベスト　Z¥6,678 （リンネットウール402350：5コ　キザミボタン457307：3コ IS：402445）　K¥33,978　＊発売中

ジャンパードレス　H700057  ￥735　Z¥9,660　S：2.2m　M～LL：2.3m（圧縮ウールニット309130）　K¥20,160　デザイン：月居良子

カラフルパーツ･ネックレス〈ピンク〉　Z457955　¥2,940 K¥6,720　内：約 70cm　外：約 90cm

イージースカート　Z¥4,620　S～LL：0.8m（オータムカラーレース 309108）　K¥13,020

刺しゅうワッペン・ローズ ¥735　ズ 〈ピンク〉457978 　〈アイボリー〉457979 〈ネイビー〉457980 約 95×46mm、1枚入　［綿］　日本製

刺しゅうワッペン・ミニローズ ¥735　ズ 〈ピンク〉457981 〈アイボリー〉457982 〈ネイビー〉457983 約32×44mm、2枚入 ［綿］　入 日本製

ウールシェリー　¥840　40g/70m　［ウール100%］　日本製　全10 色 

モヘヤブロッサム　¥1,365 40g/108m ［モヘヤ 24%　ウール 67%　ナイロン 9%］　日本製　全 6色

ロービングルル　¥945 40g/140m　［ウール 90%　モヘヤ10%］　日本製　全 9 色　＊発売中

フランセイズ・ビエラプリント　¥2,310/m　約 110～112cm 幅　［綿 100%］　日本製

オータムカラーレース ¥5,775/m 約 145～148cm 幅（レース有効幅130～133cm）　［生地：ポリエステル100%

刺しゅう糸：綿100%］　日本製

圧縮ウールニット　¥4,200/m　約 138～140cm 幅　［ウール 100%］　日本製

ソフトウールニット　¥4,725/m 約 140～145cm 幅　［ウール 70%　ポリエステル 25%　ナイロン 5%］　日本製

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

タックプリーツスカート（ショート丈）　H700010 ￥735　Z¥5,292　S・M：1.8m　L・LL：1.9m（リバティプリント309150）　K¥15,792

デザイン：月居良子

リボンブラウス（長袖）　H700089 ￥1,050 Z¥6,468　S：2.1m　M～LL：2.2m（リバティプリント309143）　K ¥16,968K

デザイン：海外竜也

ショールカラーキルティングジャケット　H700113 ￥1,050　Z¥8,778　S：2.1m　M：2.2m　L・LL：2.3m

（リバティプリント・キルティング 309158）　K ¥25,305K

ティーのアップリケタピストリー　Z352630 ￥5,880 K¥22,050　約 46×36cm　イラスト：がなはようこ

ティータイムのステッチクロスⅡ　Z352634 ￥2,940 K¥15,750　約 47×47cm　イラスト：がなはようこ

ティーカップ　Z352632 ￥2,940 K¥9,975　高さ約 7.5cm

ティータイムのアップリケフレームⅡ　Z352631 ￥3,360　K¥12,600　約 18×18cm　イラスト：がなはようこ

ペアのきんちゃくポーチ　Z352633 ￥1,890 K¥6,300　約 10×6×7cm

ポンポンヘアゴム　Z458009 ￥893 K¥2,783　1コ：直径約 4.5cm

コードフラワーのミニブローチ　Z ¥1,995　〈ピンク〉458010 〈ベージュ〉458011 K¥3,255　約 4.5cm

コーデュロイ･バイアステープ ¥735　プ 〈グレー〉457951 〈ブラウン〉457953 〈ブラック〉457954　仕上約12mm幅×3m入

〈ネイビー〉457280　仕上約12mm幅×2.5m入　4つ折タイプ　［綿100%］　日本製

リバティプリント･コード ¥1,260 〈ジェイニーズ・リボンズ〉457972・457973　太さ約2mm×4.5m入　［綿100%　芯：ポリエステル］

日本製

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

リバティプリント･キルティング　¥3,990/m　約 106～108cm 幅　［プリント：綿 100%　無地：ポリエステル 100%

中綿：ポリエステル 100%］　日本製

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

秋色のリバティプリント　8月25日発売（⑪）9月10日発売（①～⑩⑫～⑭）　掲載ページ P05～06

B

タピストリー〈お菓子の家〉　Z352624 ￥7,140 K¥50,400　約 62×62cm

バスケット〈お菓子の家〉　Z352627 ￥3,360　K ¥15,750　約 10.5×21×11.5cmK

ステッチクロス〈ヘンゼルとグレーテル〉　Z352629￥3,150 K ¥15,750　約 47×47cm　イラスト：K がなはようこ

クッション〈お菓子の家〉　Z352625 ￥4,200 K ¥16,800　約 40×40cm　＊40cm角圧縮クッション別売K

ヨーヨーのミニタピストリー　Z352626 ￥3,570 K¥16,275　約 28×28cm

マルチケース〈お菓子の家〉　Z352628 ￥3,150 K¥12,600　約 13×23cm

プチモチーフプリント　¥1,680/m　約 110～112cm 幅　［綿 100%］　日本製

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

ストーリーのある暮らしヘンゼルとグレーテル　8月25日発売　掲載ページ P07～08

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪

⑬

⑭

⑫

「自由が丘」駅から徒歩1分、スイーツや雑貨屋さんが立ち並ぶ商店街の中の明るいお店です。期間限定の手づく
りのイベントや、ワークショップも開催。中でもおすすめは、手織り機「カランコ」のワークショップが、自由が丘
店限定で初登場。手織りを体験してみたい！という方は、ぜひご参加ください。

日常を忘れてしまうような素敵な

ショップです。季節を感じながらレッ

スンやお買い物を楽しんで下さいね。(古賀さ

ん：スタッフ写真の中央）

ホビーラホビーレ自由が丘店
ホビーラホビーレ初の路面店が、自由が丘にオープンしました。
大人の女性にぴったりな“高感度で上質な手づくりアイテム”を提案します。

＊自由が丘店のワークショップや、取扱商品などについてのお問い合わせ先

〒152-0035東京都目黒区自由が丘1-29-2　TEL：03-6421-2309　営業時間：10：00～19：30　定休日：年中無休（年始除く）

・8月24日(土)　手織り体験レッスン「かんたんコースター」

・9月4日(水)から全3回　手織り初級コースレッスン「マフラー」

・毎週月曜日　手編みレッスン
(ご予約制のレッスンです。詳細はお問い合せください。）

【ワークショップのご案内】
店長の

より
古賀さん 手づくりが初めての方にも「楽しい！」と感じていただけるような、かん

たんワークショップを開催中です。お気軽にご参加くださいね。元気いっ

ぱいの笑顔でお待ちしております！(清水さん：スタッフ写真の左から2番目）

店長の

より
清水さん

大きなショーウインドウからご覧いただける店内では、楽しく手づくりが
体験できるワークショップも随時開催しております。

グランフロント大阪
4月に大阪の新名所として開店したショッピングタワー「グランフロント大阪」の
インテリア＆ライフスタイルグッズのゾーンに、ホビーラホビーレがオープン。

＊グランフロント大阪店のワークショップや、取扱商品などについてのお問い合わせ先

〒530-0011大阪市北区大深町4番20号グランフロント大阪 ショップ＆レストラン南館5階　TEL：06-6359-4201

営業時間：10:00～21：00　定休日：不定休

・ニットレッスン

・何でもキットレッスン

・コードブレスレット

（レッスン日程はお問い合せください。）

【ワークショップのご案内】
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SHOP INFORMATION

NEWS

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8 10月 日（土）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7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 9月号 vol.33』は9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 LIST

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

自由が丘店　03-6421-2309

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

横浜ロフト店　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

日本の暮らしに寄り添う、伝統的な刺しこ。

古典柄から親しみやすいモチーフまで、「秋」を感じる手仕事をお楽しみください。

季節の刺しこ
ファン待望の、青木和子さんが描いた 2014 年のカレンダーが到着しました。

季節感あふれる草花とおしゃれアイテムが可愛らしく並んだカレンダーは、

1～12月までの数字部分が印刷済。縁まわりも縫製されているので

それぞれのモチーフをステッチすれば完成。

今から入手して、好きな時間にゆっくりと進めながら、新年を手仕事で彩りませんか。

青木和子さんの季節のカレンダー

②

③ ④

NEW NEW

秋の実り 457906 Z¥1,050　K¥7,140 （使用糸：c,d,e）

角つなぎ 457907 Z¥840　K¥6,930 （使用糸：a,f） 

お茶とお菓子 455881 Z¥630　K¥6,720 （使用糸：e）

木の実とりす 457310 Z¥840　K¥6,930 （使用糸：b,c）

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）

＊①②8/25 発売　③～⑥発売中
● ①③④イラスト：がなはようこ

①

②

③

④

⑤

⑥

452073

454795

452081

452075

457308

457904

【季節のカレンダー】 Z352635 ￥4,410　K ¥18,900　約 55×50cn　＊本体縫製済K
＊9月10日発売
＊完成品のオーダーを承ります（お渡し予定12月初旬）

EVENT

●小田急百貨店町田店ホビーラホビーレ
　9月4日（水）グランドオープン！

●ボビンで編む
体験レッスンのご案内

●「ホビーラホビーレ手づくりアワード」
　作品募集中！

9月4日（水）～9月9日（月）
本館7階　催物会場　午前10時～午後7時
ホビーラホビーレのブースでは、海外竜也さ
んデザインのウェアやリバティプリントを
販売致します。

●日本橋三越本店
　英国フェアのご案内

小田急線町田駅直結の「小田急百貨店町田店7階」にホビーラ
ホビーレがオープンいたします。すてきな暮らしを提案する
ハンドメイド素材を取り揃えて皆さまのお越しをお待ちし
ています。各種レッスンも開催予定です。

今年の秋のテーマは『フラワーリリヤンボビンの小物』です。
ホビーラホビーレのフラワーリリヤンボビンと素材を使用
した、皆様のアイデアあふれる作品をお待ちしております。
詳細は各店頭POP、ホームページをご覧ください。

リバティプリントを使って、刺しゅうのフレー
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：9月8日(日)♦場所：ジェイ
アール名古屋タカシマヤホビーラホビーレ♦参
加費：7,350円
玉川店、梅田阪急店でも開催を予定しています。
詳細は、各店まで。

●刺しゅうデザイナー青木和子さんの
　スペシャルレッスン開催

〈8月28日(水)～9月3日(火) 
ひろはたゆうこ革小物展〉
期間中にレッスンも予定しています。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

写真は完成イメージです

「フラワーリリヤンボビンで編む
ルームアクセサリー」
材料キット価格￥3，780
セットにはフラワーリリヤンボビ
ン・ラフィスプチ 4 色・コードが
入っています

「リリヤンボビンで編む
シャイニーネックレス」
ベージュとブルーの2種類
材料キット価格 各￥2，940

各店にて体験レッスンを開催中。
材料費にプラス￥525でご参加
いただけます。
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