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01 詳細はP09「ウールで楽しむハンドメイド」をご覧ください。

ミニフラワーリリヤンボビンでつくる、ニットアクセサリー

Ⓔ【ミニフラワーリリヤンボビン】 大人気のフラワーリリヤンボビンに、ミニサイズが新登場。可憐で小さなお花モチー

フがつくれます。余った毛糸などを使って自分だけのオリジナル小物をつくって楽しむことも。

Ⓕ【ミニフラワーボビンネックレス（レッド）（ブルー）】 毛糸とフェルトボールがセットになった、かんたん手づくりキット。

ミニフラワーリリヤンボビンをつかって仕上げます。

軽く羽織れて暖かい、ビッグサイズのストール

Ⓖ【フードつきストール】 定番スタイルに新鮮味を与えてくれるチェック柄のストールは、フードつきの万能デザイン。

いつも愛用できる、大人のリラックス・スタイルを手づくりで

Ⓐ【ボックスワンピース】 楽に着られるボックスシルエットで、重ね着もバランスよくコーディネートできるワンピース。しなやかでソーイングにも最適な〈ツイードデニム〉を使用しました。

Ⓑ【フリンジポンチョ】 色の変化が楽しめる〈ロービングルル〉で編んだ、たっぷりとしたサイズのポンチョ。細く編んだフリンジもポイントです。

Ⓒ【タックパンツ】ヒップラインをきれいにカバーしてくれるタック入りのパンツは、下に向かってやや細くなるテーパードラインで、トレンド感がアップ。

Ⓓ【スイートローズバッグ】 カラフルな〈ウールキュート〉で仕上げるモチーフ編みのバッグ。スタイリングに大人可愛いエッセンスを加えられるアイテム。

スタイリングに大人の魅力をプラスするなら上質な素材使いが決め手。

ファッション性の高い暖かなウール地やリッチな風合いの手編み糸で

仕上げたウエアを主役に、小物とのコーディネートをご紹介いたします。

ウールで楽しむハンドメイド
10 月20日発売



詳細はP09「ウールで楽しむハンドメイド」をご覧ください。 02

エイジレスに着こなせる、ベーシックアイテム

Ⓗ【ラグランセーター】 〈エアリーウール〉と〈ファインモヘヤ〉を引きそろえて編み、ソフトな風合いを際立てたシンプ

ルなセーター。

Ⓘ【シンプルタックスカート】 ウエスト周りをすっきりと整えてくれるタックスカート。キュートな大人の女性を意識した、

〈ウールタータン〉のレッドをチョイス。

リュクスな大人のワードローブ

Ⓙ【ボートネックチュニック】ウールジョーゼットにたっぷりと刺しゅうを施した〈ウールレース〉で仕立てたチュニック。

シンプルなデザインですが、素材の良さでエレガントな風格が引き立ちます。

Ⓚ【コットンパールネックレス・クリーム8mm】 オールマイティーに使える、定番人気のネックレス。（11/20発売）

ふわっとエアリーなニットで、エレガントな甘さをプラスして

Ⓛ【アンゴラマフラー＆キャップ（ピンク）（パープル）】 両端のたっぷりとしたフリルが魅力的なマフラーと、透かし

編みがエレガントなキャップ。ふわりと軽くて暖かい手触りもポイントです。

Ⓜ【シェルフラワーネックレス（パープル）】 光沢と発色の良さが魅力のフラワー型のシェルボタンを、コードに通して

結ぶだけのカンタンネックレス。

愛犬もキュートに冬支度

Ⓝ【Dog’sバルーンベスト】もこもことしたキュートな〈ループバルーン〉のベストで、周りの視線を釘付けに！

S、Mサイズ共にたった１玉で完成するので、編み上がりが早いのも魅力。

Ⓚ



03 詳細はP09「お正月」をご覧ください。

和服も、キュートに着こなします

Ⓖ【ドレスセット・振袖】 本格的な振袖姿で登場したニーナ。ちりめんや煌びやかな帯など、素材選びにもこだわっ

た晴着です。

編んで楽しい、ニットのお飾り

Ⓗ【お飾り〈午〉】 編みぐるみならではの可愛らしさや温かみが伝わる、干支のお飾り。ペレットで安定感もよく、玄

関やリビングなどにも飾れます。

新年の準備は、心のこもったハンドメイドで

Ⓐ【ミニタピストリー〈午〉】富士山を背景に、飛躍の象徴ともいわれる跳ね馬や、おめでたいモチーフをあしらいます。

Ⓑ【アップリケタピストリー〈お正月リース〉】お正月らしい和のモチーフを、オーガンジーのアップリケと金糸で華や

かにコーディネート。

Ⓒ【絵馬飾り〈午〉】午はシルバーに輝くオーガンジーでコーディネートアップリケ。松竹梅の古典モチーフには、金糸

やビーズで飾り付けを楽しみます。

Ⓓ【アクセサリー〈羽子板〉】羽子板の形をした可愛いアクセサリー。立体的な羽根のトッピングが、手づくりに新鮮

味を与えます。

Ⓔ【ミニフレーム〈午〉】薄く透けるオーガンジーに、華やかパーツをトッピングしたミニフレーム。伝統的な玩具午

のモチーフを、デザインに取り入れました。

Ⓕ【お飾り〈午〉】馬具の飾りにもこだわった午のお飾り。金糸やビーズで豪華に仕上げます。

手づくりで彩る、ホビーラホビーレのお正月。

快活で華やかな干支の「午」をモチーフにした人気のタピストリーやお飾りなどに加え、

モダンなニューイヤーキットがお目見え。

ステッチやニットなどさまざまな手法をお楽しみください。

お正月
10 月20日発売



詳細はP09「お正月」・P10「節分」をご覧ください。 04

岡理恵子さんデザインの「モダンスタイル」で和むお正月

Ⓘ【タピストリー〈SHOGATSU〉】 朝日が昇る富士山と、シンプルな午のモチーフが特徴的なタピストリー。北欧モダ

ンな優しい色彩が素敵。

Ⓙ【インテリアアクセサリー〈HORSE〉】 和洋どちらのインテリアにもマッチするシンプルなデザインが特徴の、大小セッ

トになったアクセサリー。印刷済のフェルトを切り取って縫えば、午の本体が仕上がるので、初心者にもおすすめです。

Ⓚ【フレーム〈SHOGATSU〉】 お正月を象徴する和のモチーフを散りばめたフレーム。

Ⓛ【アクセサリー〈SHOGATSU〉】 ３枚のモチーフを縦に繋げると、雅な日本の風景が広がるデザイン。

こちらのキットⒾ，Ⓚ，Ⓛは、一部が色印刷になっています。

かわいらしい手づくりの和飾りで、家族に福を呼び込みましょう

Ⓐ【節分のミニタピストリー】異素材を使って新しいニュアンスを与えたデザインや、金糸で

あしらった、ゆれるタッセルもポイントに。

Ⓑ【節分のミニフレーム】飛び出す豆のイラストがユニークな、初心者にもおすすめのキット。

グリーンのフレームで爽やかな印象に。

干支やおせち料理にちなんだ図案や、新しいステッチヤーンが加わり、
賑やかに彩るホビーラホビーレの刺しこ。
季節のご挨拶としても喜ばれる、おすすめのデザインをご紹介いたします。

季節の刺しこ

11月10日発売

節分

① ②

④ ⑤

③

NEW NEW

NEW

NEW NEW

うま 458067 Z¥840　K¥6,930 （使用糸：a,f）f

おせち料理 458068 Z¥1,260　K¥7,350（使用糸：a,d,e,f）f

豆まき 456053 Z¥1,050　K¥7,140（使用糸：d,e,g）

変わり七宝 458069 Z¥840　K¥6,930（使用糸：d,e）

方眼刺し 458070 Z¥840　K¥6,930（使用糸：b,c）

①

②

③

④

⑤

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）

＊①②⑥a　10/10 発売

　④⑤　11/10 発売

　③⑥b～g⑦　発売中

⑥

⑦

458065 454795

452077

452075

452078

454438

452073



05 詳細はP10「大人のためのきらめきファッション」をご覧ください。

おしゃれは小物から

Ⓓ【キラキラリング】 シルバー系のビーズを使った上品な輝きが、手元をパッと華やかにしてくれるリング。

Ⓔ【メタリックネックレス】 パールとシルバーの組み合せは、大人のきらめきファッションにぴったり。バストラインを飾るやや長めネックレス。

手軽につくれる、きらめきファッション

Ⓐ【ボックスワンピース】 実用性も兼ね備えたポケット付きのシンプルなワンピース。軽くて暖かいモヘヤ混の生地〈モヘヤラメニット〉をつかってリュクスな雰囲気に仕立てます。

Ⓑ【パヴェボールのネックレス（シルバー）】 カットビーズやパール、キラキラとしたパヴェボールのパーツをプラスした新作のネックレス。初心者にもおすすめのアクセサリー。

Ⓒ【ベルスリーブジャケット】 ノーカラーのシンプルなジャケットには、ダークブラウンの〈モヘヤラメニット〉でシック＆ゴージャスに。

Ⓑ

さりげなく主張する“キラキラ ” が今の気分。

ラメをミックスしたファブリックから

多彩なテクスチャーの手編み糸やアクセサリーまで

ハンドメイドで叶う、きらめきファッションをラインナップ。

大人のための
きらめき
ファッション 
11月10日発売



詳細はP10「大人のためのきらめきファッション」をご覧ください。 06

スタンダードに着こなせる、上質な定番アイテム

Ⓕ【アンゴラカーディガン】 軽やかで贅沢な風合いの〈ローワン・アンゴラヘイズ〉で編むプレーンなカーディガン。

素材の持ち味が生かされた、甘いレッドに惹かれます。

Ⓖ【シンプルスカート】 すっきりとしたヒップラインに見せてくれるウェストゴムのスカート。繊細なラメが織り込まれ

た〈ファンシーラメニット〉の上品なネイビーで仕立てました。

シャイニーなラメがおしゃれの秘訣

Ⓗ【ジャンパードレス】 ダークカラーに華を添えるゴールドのミックス織り〈ラメツイード〉が、シンプルなジャンパード

レスを大人スタイルへとグレードアップ。インナーの【シャツブラウス】は、着回しできる無地のベージュ系をセレクト。

デイリースタイルの必須アイテム

Ⓘ【アルプダズルマフラー】 ひとかせで完成するガーター編みのマフラーは、手の込んだミックスヤーンでおしゃれ度

がアップ。全７色の豊富なバリエーションから好きなカラーを選んで楽しみましょう。

Ⓙ【アルプダズルストール】 リボンヤーン〈リュバン〉と組み合わせて編めば、さらに豪華でボリューミーなストールが

できあがります。

さらりと羽織って、お出かけスタイル

Ⓚ【セミサークルストール】 ゆったりとしたサイズ感が魅力の棒針編みのストールは、スカラップのような縁飾りがロ

マンティック。合わせるものを選ばず、スタイリングにプラスできるので重宝します。

Ⓗ



07 詳細はP10「パリからの贈り物」をご覧ください。

手づくり感がぐんとアップ！

フレームラージⒹ【コラ ジュフ ム〈 ルパリの ルスリーパ のメル ー〉】刺し やトッ ングの しさで ピーター 多いコ ージュ レーしゅう ッピン の楽し でリピ ーが多 コラー ュフレ

なム ールハ スのよ な立体 なディス レイが 鮮です。ドー ハウス ような 体的な スプレ が新鮮 す。

パリのエスプリを感じる“エッフェル塔”が主役
Ⓗ スケー【パス ース〈スーベ アス ベニア〉】 フフェル やキー チーフ ビーズ刺 ゅうで 現した フラッ 付エッフ ル塔や ーモチ フをビ 刺しゅ で表現 た、フ ップ付のICCカードー

ケ 。フェ トの土 には刺 う線が ってい ので安 です。ース。 ェルト 土台に 刺しゅ が入っ いるの 安心で

Ⓘ しゅう ペン【刺し うワッペ リ・パ （ フエ フェルエッフ 塔） Ⓙ【刺 ゅうワ ペン】 刺しゅ ワッペ ・ フェルエッ ル塔（ゴー ドールド）（シ バーシルバ ）】】

感た りとラ 糸をつ った存 感が、 ャツや ッグな に貼り ても ゃれに 張しま アイ でっぷり ラメ糸 つかっ 存在感 T シ やバッ などに 付け おしゃ に主張 ます。 イロン

かん んに付 ること できまんたん 付ける とがで ます。

乙女心をくすぐる、刺しゅうモチーフときらきらビーズ

Ⓔ ートバ グ【トー バッグ〈スー ニアーベニ 〉】 ンチボ クスも る使い 手のい サイズ ートバ グ。半 製済み バッラ ボック も入る い勝手 いいサ ズのトー バッグ 半縫製 みのバ

仕グ がセッ されて るので 仕上が 早さも 力。本体が ットさ ている で、仕 がりの も魅力

Ⓕ ラット チ【フラ トポー 〈ス ベニアスーベ ア〉】チェ やキー ャーム ど、お ゃれア ムを ピング バッグ 入れーンや ーチャ ムなど おしゃ アイテム トッピ グ。バ グに入

チて さばら い、ぺ んこポ チ。もかさ らない ぺたん ポーチ

Ⓖ ニバッ【ミニ ッグ〈スーベ アス ベニア〉】 ーーディ トのワ ポイン にもな ニバッ 携帯 話やデ カメが ょうコー ネー ワンポ ントに なるミニ ッグ。 帯電話 デジカ がちょ

ど入 サイズ す。入るサ ズです

パリを想わせる陽気で可愛いモチーフが勢ぞろい。

刺しゅうやコラージュが楽しめるパリ・シリーズの新作には、

新柄のプチモチーフコレクションやワッペンでコーディネートして

キュートに仕上げます。

パリからの
贈り物
11月10日発売

お気に入りのパリモチーフがたくさん♪

ステッ クロスⒶ【ス ッチク ス〈 リから 贈りもパリ らの贈 もの 】〉 ルポ トにシ バービ ズやタ ルなど あしら た、動 のあるイン シルバ ビーズ ッセル どをあ らった 動きの る

ピング 楽しい テッチ ス。刺 ゅう線 りですトッピ グが楽 いステ クロス 刺しゅ 線入り す。

初めてのハンドメイドにもおすすめです

リボン エコバ グ】 Ⓑ【 ンのエ バッグ たサ しても ち歩け エコバ は、小 く折り たむと れる内 ットの ボンのサブと も持ち けるエ バッグ 小さく りたた と現れ 内ポケ のリボ の

ザイン キュー ストラ プにゴ ルドのプ ントを りばめ 新作デザ ンがキ ト。ス ライプ ゴール プリン を散り めた、 作の〈ププチモ ーフコ クションプ モチー コレク ン〉で仕上で 上

ましたげま た。

ラミネ トのフ ットバ ＆フラ トポーⒸ【 ネート フラッ バッグ ラット ーチ〈ピンクク〉】 る雨の にも使 るラミ ト加工 バッグ 収納での日に 使える ネー 工のバ グ。収 で

るポー も付い かんた ソーイ グとし 気のア テムできる ーチも いた、 たんソ イング して人気 アイテ です。

Ⓗ

Ⓘ

Ⓙ

Presents from Paris 



08

発売／予約受付開始12月 日10 月 日（木）（火） 1010
リバティプリント・タナローン　￥2,940/m

110～112cm幅　［綿100%］日本製

バイアステープ　¥630/袋

約4cm幅×約2m入　［綿100%］　日本製

ラミネート　¥1,838/本

約105～108cm幅×約50cm　［綿100%　表面PVCコーティング］　日本製

B L

308262 308307L 308263 308265 308276 308277 308309L 308278 458099B 308310L 308279

約10㎝ 約8㎝

■ フォーゲット・ミー・ノッツ Forget me nots
2014春の新柄で、女性の持ち物を描いたデザイン。リバティプリントが小物に使われていたり、

スマートフォンや化粧品などが入っている珍しい柄に、独自の色づけをしました。

308266 308267 308268 308280 458100B 308281 458101B 308311L 308282 308312L 308283 308284

約8㎝ 約8㎝

■ ジェス・アンド・ジーン Jess and Jean
2014 春の新柄で、リバティ百貨店の化粧品を使って描かれたデザイン。アーツ・アンド・クラフトの

時代のインテリア柄がデザインの基に。春の訪れを感じさせるソフトな色合いにアレンジしました。

308270 458098B 308308L 308358L 308359L 308360L 308361L308271 308272 308285 308286 308288 308289

約8㎝ 約8㎝

■ ファリンダ Farinda
リバティ社のアーカイブからの復刻柄で、ホビーラホビーレでは2007年に発売して以来、2回目の登場。

スモーキーな地色に愛らしいローズ柄。

308273 308274 308275 308290 458102B 308313L 308291 308292 308294

約8㎝ 約8㎝

■ ダーシー Darcie
2012年秋冬に、小さい水玉や小花の線描きの柄をアレンジしてデザインされたもの。

春向けに独自の優しいカラーをつけました。

308299 458104B 308301 308302 308295 308296 308297 458103B 308330L 308298

約8㎝

308303 308304 308305 308306

約8㎝

■ カーズ Cars
リバティ社のアーカイブにあるデザインを、グラフィック調にアレンジした柄。

通園通学のアイテムづくりにもおすすめの、元気なカラーとソフトなカラーの色づけをしています。

■ ザンジー・サンビーム Xanthe Sunbeam
2013年春夏柄をやや縮小し、使いやすいサイズに。黄金の光を放つ植物を一面に散らした柄で、

春にふさわしい軽やかなカラーにアレンジしました。

■ マッジー Maddsie
2009年春夏柄で、リバティのデザイナーが制作したデザイン。

マッジーは、彼女のお姉さんの名前で、茶色い髪の美しい女性をイメージしてデザインされました。

■ ファリンダ Farinda ■ マッジー Maddsie ■ コットン・テイル Cotton Tail ■ カーズ Cars

■ コットン・テイル Cotton Tail
野ウサギとつる草をモチーフに、アール・ヌーヴォー・スタイルの連続模様が印象的なデザイン。

コットンテイルとは、ふわふわとした白い真ん丸のしっぽがついた小さな野ウサギのこと。

■ マーガレット・アニー Margaret Annie
庭園に次々と咲き誇る実物の花々をもとにデザインされた、リバティプリントらしい繊細なタッチの柄。

春の装いにおすすめのパステルカラーをつけてご紹介。

■ ウィルトシャー Wiltshire
1933年にデザインされた伝統的な実と葉の柄。

今回は83%に縮小し、早春にふさわしい明るいカラーでフレッシュにアレンジしました。

12月10日に発売される2014年春夏のリバティプリントのテーマは、「ギャラリー・オブ・プリント」。
ロンドンのリバティ百貨店のフロアに並ぶコスメティックや小物をアレンジした柄や、独特のタッチで描かれた木々のプリントなどの新柄が加わり
全 10柄のバリエーションが、新春に向けてのウエアや小物づくりを彩ります。

リバティプリントのご紹介

アウターやバッグづくりに向く人気の柄をキルティングにしました。ジャケットなどを仕立てた際に袖通りがよいように裏地には

ポリエステルタフタを使用。

リバティプリント・キルティング　￥3,990/m

106～108cm幅　［プリント・綿：100%　無地・中綿：ポリエステル100%］　日本製



09

ウールで楽しむハンドメイド　10月20日発売　掲載ページ P01～02（⑪：11月20日発売）

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。

ボックスワンピース（六分袖） H¥1,050　7006180 Z¥5,292　S・M：2.1m　L・LL：2.4m（ツイードデニム 308237）

K￥15,792

フリンジポンチョ Z¥8,663（ロービングルル 401839：8コ　ストールピン456651：1コ　IS：402571）　K¥35,963

タックパンツ H¥1,050　700112 Z¥5,292　S・M：2.1m　L・LL：2.2m（ツイードデニム 308238）　K¥15,792

スイートローズバッグ Z¥6,542（ウールキュート20372：4コ　20364：3コ　20351･20354･20357･20359･20362･20363･

20368：各1コ 　カラーコレクション506：0.4m　持ち手502543　IS：402572）　K¥23,342

ミニフラワーリリヤンボビン　¥2,940　458139　大：約 6cm　小：約 3cm　［木製］　チェコ共和国製　編み棒・とじ針付

ミニフラワーボビンネックレス〈レッド〉〈ブルー〉 Z各 ¥1,890　〈レッド〉458141　 〈ブルー〉451842 K各 ¥4,620　

約 100cm　＊ボビン別売り

フードつきストール Z¥4,200　フリーサイズ：1.0m（シャギーチェック308242 IS：352308　¥315）　K¥12,600

ラグランセーター Z¥7,665（エアリーウール 401833：7コ　ファインモヘヤ401842：5コ　IS：402573）　K¥37,065

シンプルタックスカート H¥1,050　7006181 Z¥4,158　M：0.9m（ウールタータン308246）　K¥14,658

ウールレースボートネックチュニックセット（七分袖） Z¥9,450　〈グレー系〉S～LL ：308334

〈ブラック系〉S～LL ：308335 K¥19,950　＊型紙別売（ボートネックブラウス＆チュニック　H¥1,050　700104）

コットンパールネックレス・クリーム 8ミリ Z¥4,410　457014 K ¥6,930　約 108cmK 　11/20 発売

アンゴラマフラー Z¥6,038（アンゴラヘイズ　〈ピンク〉402544　〈パープル〉402547：3コ　IS：402575）　K¥18,638

アンゴラキャップ Z¥4,148（アンゴラヘイズ　〈ピンク〉402544　〈パープル〉402547：2コ　IS：402576）　K¥14,648

シェルフラワーネックレス〈パープル〉 Z¥2,940　458143 K¥5,880　約 70～75cm

Dog's バルーンベスト〈Mサイズ〉 Z¥2,363（ループバルーン402380：1コ　トッグルボタン・ミニ456634：1コ　

IS：402574）　K¥8,663

Dog's バルーンベスト〈Sサイズ〉 Z¥2,363（ループバルーン 402378：1コ　トッグルボタン・ミニ456634：1コ　

IS：402574）　K ¥7,613K

トッグルボタン・ミニ（ブラウン）　¥105/ コ　約 25mm　［ナイロン］ 日本製　＊発売中

フレンチスリーブワンピース H¥735　700042 Z¥9,702　S～L：2.2m　¥LL：2.3m（ソフトウール水玉 308241）　

K¥20,328

ロービングキッス　¥840　40g/99m　［ウール 62%　アクリル25%　ナイロン13%］　日本製　全 9 色

ウールキュート　¥315　25g/150m　［ウール100%］　日本製　全 25色

ファインモヘヤ ¥840　25g/210m　［モヘヤ47%　ナイロン33%　ウール20%］　日本製　全 23 色

エアリーウール　¥420　20g/160m　［ウール100%］　日本製　全12 色

アンゴラヘイズ　¥1,890　25g/137m　［アンゴラ69%　ナイロン20%　ウール11%］　イタリア製　全 6色

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

ツイードデニム　¥2,520/m　112～114cm 幅　［308237：綿 50%　アクリル35%　ポリエステル15%］［308238：綿 55%

アクリル25%　ポリエステル20%］［308239：綿 65%　アクリル20%　ポリエステル15%］　日本製

シャギーチェック　¥4,200/m　140～142cm 幅　［ウール 66%　ポリエステル25%　アクリル 5%　ナイロン3%　

レーヨン1%］　日本製

ウールタータン　¥4,620/m　146～148cm 幅　［ウール 90%　ナイロン10%］　日本製

ウールレース　¥5,460/m　106～108cm幅（レース有効幅100～102cm）　［土台布：ウール100%　刺しゅう糸：綿100%］

日本製

ウールジョーゼット ¥3,150/m　110-112cm 幅　［ウール100%］　日本製

ソフトウール水玉　¥4,410/m　133～135cm 幅　［ウール100%］　日本製

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

お正月　10月20日発売　掲載ページ P03～04

ミニタピストリー〈午〉 Z¥2,940　352715 K¥12,600　約 42×18cm　イラスト：髙野紀子

アップリケタピストリー〈お正月リース〉 Z¥3,990 352719 K¥15,750　約 35×35cm　イラスト：がなはようこ

絵馬飾り〈午〉 Z ¥1,680　352716 K¥7,875　約 13×17cm　イラスト：髙野紀子

アクセサリー〈羽子板〉 Z¥2,100　352720 K¥7,875　約 18×10.5cm　イラスト：がなはようこ

ミニフレーム〈午〉 Z¥2,520　352718 K¥8,400　約 13×13cm　イラスト：髙野紀子

お飾り〈午〉 　Z¥2,730　352717 K¥10,500　高さ：約 14cm

ドレスセット〈振袖〉 Z¥5,460　352721 K¥26,250　＊ドール別売

ドール本体キット〈ニーナ〉 Z¥3,150　350904 K¥8,820　約 35cm　＊発売中

お飾り〈午〉 Z¥3,360　402563 K¥15,960　高さ：約 17cm

タピストリー〈SHOGATSU〉 Z¥5,040　352722 K¥23,100　約 45×36cm　イラスト：岡理恵子

インテリアアクセサリー〈HORSE〉 Z¥2,730　352725 K¥9,450　大：高さ約11cm　小：高さ約7cm イラスト：岡理恵子

フレーム〈SHOGATSU〉 Z¥3,360　352723 K¥11,550　約 18×18cm　イラスト：岡理恵子

アクセサリー〈SHOGATSU〉 Z¥3,150　352724 K¥11,550　長さ：約 50cm　イラスト：岡理恵子

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫ ⑬

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

㉕ ㉖ ㉗ ㉘

㉙

⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉔㉓

① ② ③ ④ ⑥⑤

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫⑪

308238 308239308237 308243

約18㎝

約18㎝

308244 308245

¥ 本製

約18㎝

308246 308247

約18㎝

308248

308249 308250

㉚
308240 308241

308242
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大人のためのきらめきファッション　11月10日発売　掲載ページ P05～06

ボックスワンピース（六分袖） H¥1,050　7006180 Z¥5,376　S・M：1.6m　L・LL：2.1m（モヘヤラメニット 308257）

K ¥15,876K

パヴェボールのネックレス〈シルバー〉 Z¥3,360　458144 K¥7,350　約 75cm

ベルスリーブジャケット（ショート丈・長袖） H¥1,050　700114 Z¥4,704　S～LL：1.4m（モヘヤラメニット308258）　

K ¥15,204K

キラキラリング Z¥2,520　458146 K¥5,250　フリーサイズ

メタリックネックレス Z¥3,360　458145 K¥7,875　約 80cm

アンゴラカーディガン Z¥13,976（アンゴラヘイズ402545：7コ　貝ボタン 97322：6コ IS：402578）　K¥43,376

シンプルスカートセット Z¥4,095　〈ブラック系〉S～LL：308331　〈ネイビー系〉S～LL ：308332　K¥14,595 

＊型紙別売（シンプルスカート　H¥735　700085）

ジャンパードレス（ポケットなし） H700057　¥735　Z¥8,316　S：1.7m　M：1.8m　L・LL：2.0m（ラメツイード 308260）

K¥18,816

シャツブラウス（長袖） H¥1,050　700097 Z¥3,192　M：1.9m（ニュアンスパレット303887）K¥14,354

アルプダズルマフラー Z¥3,308（アルプダズル 402556：1カセ IS：402579）　K ¥9,608K

アルプダズルストール Z¥5,828（リュバン401248：2コ　アルプダズル 402555：1カセ IS：402579）　K ¥16,328K

セミサークルストール Z¥8,610（モヘヤプリュム401507：7コ　IS：402577）　K¥27,510

アルプダズル ¥2,940　100g/189m　［ナイロン 65%　ウール15%　コットン10%　ポリエステル 5%　アクリル 5%］

トルコ製　全 7色

リュバン　¥1,260　40g/80m　［コットン47%　レーヨン43%　ナイロン10%］　日本製　全 8 色

モヘヤプリュム　¥1,155　50g/60m　［モヘヤ 26%　ウール74%］　日本製　全 9 色

モヘヤラメニット　¥3,360/m　132～134cm 幅　［アクリル79%　ウール12%　モヘヤ4%　ナイロン4%

ポリエステル 1%］　台湾製

ラメツイード　¥4,620/m　146～148cm 幅　［アクリル36%　ウール31%　ポリエステル28%　ナイロン4%

キュプラ 1%］　日本製

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

パリからの贈り物 　11月10日発売　掲載ページ P07

ステッチクロス〈パリからの贈りもの〉 Z¥3,360　352728 K¥15,750　約 47×47cm　イラスト：がなはようこ

リボンのエコバッグ Z各 ¥1,638　〈ピンク〉352782　〈ベージュ〉352783 K各 ¥6,363　約 35×38×8cm

ラミネートのフラットバッグ&フラットポーチ Z各 ¥1,754　〈ピンク〉352784　〈ベージュ〉352785 K各 ¥6,794

フラットバッグ：約 40×30cm　ポーチ：約 16×21cm

コラージュフレーム〈パリのメルスリー〉 Z ¥5,040　352729 K¥22,050　約 29×37cm　イラスト：がなはようこ

トートバッグ〈スーベニア〉 Z ¥4,200　352730 K¥14,700　約 20.5×31×12cm　イラスト：がなはようこ

フラットポーチ〈スーベニア〉 Z¥3,150　352731 K¥11,550　約 15×22cm　イラスト：がなはようこ

ミニバッグ〈スーベニア〉 Z ¥2,940　352732 K¥9,975　約 14.5×10cm　イラスト：がなはようこ

パスケース〈スーベニア〉 Z¥2,940　352733 K¥8,400　約 13×10cm　イラスト：がなはようこ

刺しゅうワッペン・パリ〈エッフェル搭〉 ¥945　458138　約 37mm　3 枚入　［刺しゅう糸：キュプラ］　

刺しゅうワッペン・エッフェル搭〈ゴールド〉〈シルバー〉　各 ¥735　〈ゴールド〉458136　〈シルバー〉458137

約 95mm　各1枚入　［ポリエステル　糸：キュプラ］　

プチモチーフコレクション・パリ　¥1,890/m　110～112cm 幅　［綿 100%］　日本製　イラスト：がなはようこ

　プチモチーフコレクション・パリ・ラミネート　¥1,365　108～110cm 幅×50cm　［綿 100%　表面 PVCコーティング］

日本製

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

ポンポンシロクマ 　11月10日発売　掲載ページ裏表紙

大きなポンポンシロクマ Z¥3,150　402564 K¥13,650

ブックカバー〈ポンポンシロクマ〉 Z¥2,940　352735 K¥9,450　約 16×12cm　＊本体半縫製済

イラスト：ひろはたゆうこ

ステッチクロス〈ポンポンシロクマ〉 Z¥3,150　352734 K ¥15,750　約 47×47cmK 　イラスト：ひろはたゆうこ

くちがねポーチ〈ポンポンシロクマ〉 Z ¥3,360　352736 K¥10,500　約 12×17×8cm　イラスト：ひろはたゆうこ

①

②

③

④

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑮⑪ ⑫ ⑬ ⑭

⑯ ⑰

節分　11月10日発売　掲載ページ P04

節分のミニタピストリー Z¥2,940　352737 K¥12,600　約 42×18cm　イラスト：髙野紀子

節分のミニフレーム Z¥2,520　352738 K¥8,400　約 13×13cm　イラスト：髙野紀子

①

②

① ②

308258 308259 308336 308260 308261308257

約20㎝

308251 308252 308253

約8㎝

308254L 308255L 308256L

L



Ⓐ【大きなポンポンシロクマ】つくる人によって表情

も変わるので愛らしさもひとしお。どこから見ても可

愛い、座れるタイプのポンポンシロクマ。

Ⓑ【ブックカバー〈ポンポンシロクマ〉】ナチュラルな

ハーフリネンをベースにした、人気のブックカバー。

半縫製済みです。

Ⓒ【ステッチクロス〈ポンポンシロクマ〉】ブルーのス

テッチで仕上げるモチーフには、立体的なマフラーの

ポンポンがチャーミングなポイントに。

Ⓓ【口金ポーチ〈ポンポンシロクマ〉】シロクマが主役

になった、ハートウォーミングな口金ポーチ。やや大

きめのサイズ感が嬉しい。
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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10 10月 日（火）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9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 11月号 vol.35』は11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）

ニットキットでデビューした

「ポンポンシロクマ」が、

ステッチクロスや小物にも登場！

いつでもキュートで元気な

ＮＥＷファミリーとして、

完成したその日から愛用したくなりますね。

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9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

そごう大宮店　048-783-3078

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

小田急百貨店町田店　042-732-3125

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

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

中国

そごう広島店　082-511-7688

福屋広島駅前店　082-568-3640

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

ポンポン
シロクマ
11月10日発売

●そごう大宮店ホビーラホビーレが
　オープンしました！

｢そごう大宮店5階サンイデー」にホビーラホビー
レがオープンしました。10月26日よりニットレッ
スンがはじまります（予約制）。

●ホビーラホビーレ近鉄あべのハルカス店が
　オープンしました！
「あべのハルカス近鉄本店ウイング館5階」にホ
ビーラホビーレがオープンしました。店内ではワー
クショップも随時開催いたします。ご来店をスタッ
フ一同お待ちしています。（マルグリットあべの店
は閉店いたしました。永らくご愛顧いただきまし
て、ありがとうございました。）

EVENT

●2013ニットフェアのご案内
　開催中～11月30日（土）

新発売の8種類のチャーミングな手編み糸を購入すると、メンバーズ
カードがダブルスタンプ・トリプルスタンプになる、集めてお得なスタ
ンプラリー開催中。ぜひこの機会に、新商品にふれてみてください。詳
しくは店頭にておたずねください。

●ニットデザイナー広瀬光治さんの
　スペシャルレッスン開催決定！
この秋、手編みの楽しさや美しさを堪能できる、
広瀬光治さんとホビーラホビーレのコラボレー
ションキットを発売。スペシャルなキットの中から、
「エレガンスコサージュ」をレッスンいたします。
10月20日（日)　西武池袋本店
10月26日（土)　梅田阪急店
10月27日（日)　ジェイアール名古屋タカシマヤ店　詳細は各店まで。

●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
10月9日（水）～10月15日(火)「オータムハンドメイドフェア」
10月9日（水）～22日（火）「ＣＨＡＢＵＴＴＯＮフェア」
10月21日（月）・22日（火）「木下康子さんのカルトナージュレッスン」
１１月6日（水）～19日（火）小坂直子さんの｢ＣＯ(コー)ボタンフェア｣
各詳細は、クレアシオンドゥリュクスまで。

四季折々の
テッチで描
ンの2014

●ホビーラホビーレ自由が丘店イベントのご案内
10月25日（金）～11月7日（木）「チャボタンフェア」
ギフトにもオススメの、愛らしいフエルト素材の小物・パーツ・ボタン
などをご紹介します。

●書籍「カラフルに編む
　ブランケット＆ショール＆こもの」
　出版記念作品展のご案内
ホビーラホビーレと7人のクリエーターが提案す
る、大人のためのキュートな手編みの作品集。出版を
記念して、掲載作品の中から一部を展示いたします。
開催中～10月15日（火）近鉄あべのハルカス店、福岡岩田屋店
10月12日（土）～20日（日）グランフロント大阪店
10月18日（金）～23日（水）マルグリットJR博多シティ店、京王新宿店
10月23日（水）～31日（木）大阪髙島屋店
10月26日（土）～31日（木）JR名古屋髙島屋店
11月3日（日）～9日（土）名鉄店、マルグリット阪急西宮ガーデンズ店

青木和子さんの
季節のカレンダー

季節のカレンダー
Z352635　￥4,410　K￥18,900
約 55×50cm　＊本体縫製済

ピンク・白の2色から
お選びいただけます。

発売中！
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