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幸福のシンボル、いちごの小物でティータイム

1　真っ赤ないちごの実をスプリットステッチで埋め、花や葉はラインのみのステッチで表現したドイリー。縫製済みの本体に手縫いでレースの縁飾りをつければ完成です。

2　いきいきと表現された一房のいちごを11㎝角のコースターにステッチします。3 種のパターンを2 枚ずつステッチして、6 枚セットが完成します。

3　リバティプリントとフェルトでつくる、いちごのアクセサリー。花と葉のついたいちごの房を3 種類つくります。待ち遠しい春の演出にぴったりです。

の香りにさそわれて
1月25日発売

花便りとともに季節は春に…。

そろそろお気に入りの手仕事で春の準備を始めませんか。

愛らしいいちごモチーフの刺しゅうやアップリケ、

優しい春色ニットや上質ファブリックのウエアなど

魅力的なアイテムをご用意しました。

　Z ￥3,240　353169　K ￥11,880　約25 ×40㎝　＊イラスト：髙野紀子　＊本体縫製済

　Z ￥3,024　353168　K ￥12,420　約11 ×11㎝　6 枚セット　＊イラスト：髙野紀子   

　Z ￥2,376　353174　K ￥10,800　いちご本体高さ 約5㎝    

000000 は商品コードです。お問い合わせ時にお伝えください。Z＝材料セット価格　K＝完成品価格
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毎日使いたい、いちご模様のステッチ小物

幸福のシンボル、いちごの小物でティータイム

いちごが主役のハンドメイドでお部屋に春を

6、7　クロスは47㎝角の土台布にいちごのリースとブーケをステッチだけ

で表現。ポーチはステッチのほかに、オーガンジーのアップリケやビーズ

をプラスしてよりラブリーで繊細に仕上げます。

1　真っ赤ないちごの実をスプリットステッチで埋め、花や葉はラインのみのステッチで表現したドイリー。縫製済みの本体に手縫いでレースの縁飾りをつければ完成です。

2　いきいきと表現された一房のいちごを11㎝角のコースターにステッチします。3 種のパターンを2 枚ずつステッチして、6 枚セットが完成します。

3　リバティプリントとフェルトでつくる、いちごのアクセサリー。花と葉のついたいちごの房を3 種類つくります。待ち遠しい春の演出にぴったりです。

4　フェルトやリバティプリントでつくった、ふっくら立体的ないちご、花や葉っぱをリースの土台にトッピング。玄関やドア飾りにもぴったりのサイズです。

5 　いちごのスイーツづくりをテーマにした、可愛いタペストリー。オーガンジーやリバティプリントのアップリケ、ステッチ、ビーズのあしらいなど、クラフトタッチを楽しんで。

ドイリー〈いちご〉　Z ￥3,240　353169　K ￥11,880　約25 ×40㎝　＊イラスト：髙野紀子　＊本体縫製済

コースター〈いちご〉　Z ￥3,024　353168　K ￥12,420　約11 ×11㎝　6 枚セット　＊イラスト：髙野紀子   

いちごのアクセサリー　Z ￥2,376　353174　K ￥10,800　いちご本体高さ 約5㎝    
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いちごのリース　Z ￥3,672　353173　K ￥16,200　直径 約24㎝

いちごのアップリケタペストリー　Z ￥6,264　353171　K ￥25,920　約36 ×46㎝　＊イラスト：がなはようこ   

いちごのステッチクロス　Z ￥3,456　353166　K ￥21,600　約47 ×47㎝　＊イラスト：髙野紀子

いちごのポーチ　Z ￥3,240　353172　K ￥12,960　約12.5 ×22 ×5㎝　＊イラスト：がなはようこ 

エンブロイダリーケース〈いちご〉　Z ￥4,104　353170　K ￥16,200　約16 ×16㎝　＊イラスト：髙野紀子　＊本体半縫製済

4
5
6
7
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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。Z＝材料セット価格　K＝完成品価格

いちごのリースでステッチの基礎をマスター

8　ステッチの基本を覚えたい方、初めての方におすすめのキットが新登場。表面にいちごのリース、裏

面にイニシャル入りのワンポイント刺しゅうを施したバッグ形ケースは、刺しゅう用具を入れる内ポケット

つき。半縫製済みの本体に、刺しゅう用のハサミと糸巻き台紙2 枚がセットされています。

＊ホビーラホビーレ各店でレッスンを行ないます。日程や詳細は各店まで。（一部行っていない店舗がございます。）

すぐにはじめられる〈スターターキット〉を毎月発売します。
手づくりをはじめよう
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裏面

40周年記念企画
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肌ざわりと着心地にこだわった、大人のシンプルスタイル

9　さらりとした風合いと、後ろ身頃が長い A ラインがポイントのラグラン袖セーター。エアリーウールとクロッシュ

コットンを引きそろえて編んでいます。

10　ニット、チュニックなど様々なトップスと組み合わせることができる9 分丈のストレッチパンツ。一枚あると重

宝する、着回し力のある一枚です。

春冷え対策におすすめ、モチーフつなぎのブランケット

13　ドライな風合いが気持ちいいウールシェイプ10 色を使って編み上げるカラフルブランケット。かぎ針編みの基本テクニックだけで

編み上がります。

かぎ針編みのボーダーバッグ、お花モチーフがキュート

11、12　7 色の糸で底からぐるぐるボーダー模様を編み、口側にぐるりとフラワーモチーフを編み入れました。2

配色からお好きな色をお選びください。

リリヤンボビンでつくる、かんたんアクセサリー

14　ミニフラワーリリヤンボビンの大・小と毛糸、コード、ビーズなどの材料がセットされ

たビギナー向けキット。つくりながらボビンの使い方をマスターできます。

　Z ￥7,139（エアリーウール 401660：9コ　クロッシュコットン 20406：7コ　IS：402993）　K ￥46,019 　

　H ￥1,080　700118　Z ￥7,344　M：2.0m（ジャカードストレッチ 309939）　K ￥17,064 

　Z ￥4,007（ウールシェイプ 400001・400003・400004・400006・400008・400011・400019：各1コ　

）　K ￥25,607 

　Z ￥4,007（ウールシェイプ 400001・400003・400006・400010・400014・400015・400016：各1コ　

）　K ￥25,607   

　Z ￥8,673（ウールシェイプ 400018：7コ　400001・400003・400004・400006・400010・400014・400015・

・400019：各1コ　IS：402994）　K ￥38,913　約68 ×94㎝

000000 は商品コードです。お問い合わせ時にお伝えください。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
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かぎ針編みのボーダーバッグ、お花モチーフがキュート

11、12　

配色からお好きな色をお選びください。

リリヤンボビンでつくる、かんたんアクセサリー

14　

たビギナー向けキット。つくりながらボビンの使い方をマスターできます。

エアリーラグランセーター　Z ￥7,139（エアリーウール 401660：9コ　クロッシュコットン 20406：7コ　IS：402993）　K ￥46,019 　

ストレッチパンツ（九分丈）　H ￥1,080　700118　Z ￥7,344　M：2.0m（ジャカードストレッチ 309939）　K ￥17,064 

フルールボーダーバッグ（ブルー）　Z ￥4,007（ウールシェイプ 400001・400003・400004・400006・400008・400011・400019：各1コ　

IS：402995）　K ￥25,607 

フルールボーダーバッグ（ピンク）　Z ￥4,007（ウールシェイプ 400001・400003・400006・400010・400014・400015・400016：各1コ　

IS：402995）　K ￥25,607   

スイートモチーフブランケット　Z ￥8,673（ウールシェイプ 400018：7コ　400001・400003・400004・400006・400010・400014・400015・

400016・400019：各1コ　IS：402994）　K ￥38,913　約68 ×94㎝
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ミニフラワーリリヤンボビンスターターセット　Z ￥4,104　459100　毛糸（6 種）、ガラスビーズ、コード、ミニフラワーリリヤンボビン入り 

ボックスワンピース（六分袖）　H ￥1,080　700115　Z ￥8,165　M：2.1m（リバティプリント・リヨセルローン 309934）　K ￥18,965

ドルマンスリーブワンピース（袖口布付）　H ￥1,080　700129　Z ￥8,813　M：2.4m（ジャカードストレッチ 309936）　K ￥19,613 

ブレードビジューネックレス〈ネイビー〉　Z ￥3,240　459098　K ￥8,640

落下板レースドルマンチュニック　Z ￥10,800　310171　K ￥23,760 

スワロフスキーペンダントネックレス〈エクル〉　Z ￥3,240　459099　K ￥9,180

14
15
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旅にも大活躍、軽くてシワになりにくいワンピース

15　モダンなツートンカラーのリバティプリントでつくる六分袖ワンピース。ソフトさと適度な張りをあわせ持つ素

材がシルエットをきれいに出してくれます。

洗練ワンピースをビジューでセンスアップ

16  地模様が美しい上質ジャカードはシンプルなデザインにぴったりの仕立て映えする素材。ほどよい厚みとスト

レッチ性があるので、幅広いシーンに活躍します。

17  三つ編みにしたビーズパーツをセンターに配置したボリューム感が魅力。大人っぽいネイビー系の色づかい

で、様々なアイテムにコーディネートできます。

甘さ控えめネイビー×ホワイトの大人レース

18　前身頃の落下板レース、後ろ身頃と袖の切り替え布のコントラストがデザインポイント。重くなりがちなネイ

ビーが繊細なレースとの組み合わせで、シックで軽やかなチュニックに。

19　ビーズを通した2 本のネックレスにスワロフスキーのペンダントトップを組み合わせました。クールなクリスタ

ルの輝きが、春の胸もとによく似合います。

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。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

■リバティプリント・リヨセルローン
¥3,888/m 　約108 ～110㎝幅　

［ 指定外繊維（リヨセル ）100％］　日本製 

しなやかな風合いと肌触りが魅力の新素材リヨセルローンは、幅広いウエア
づくりにおすすめ。〈パフ〉柄を縮小アレンジしました。

約18cm 約26cm

309933 309934 前身頃 後身頃・袖切り替え309935 

■落下板レースドルマンチュニックセット
¥10,800　S ～3L 対応　［表布レース : ナイロン62% 綿38%　裏地: ポ
リエステル100%　無地布：綿97％ ポリウレタン3% ］ 
つくり方説明書・裏地付　＊型紙別売 （ドルマンスリーブワンピース &
チュニック　H ¥1,080　700129 ）

■ジャカードストレッチ
¥3,672/m　約108 ～110㎝幅　

［ 綿68% ナイロン30% ポリウレタン2% ］　日本製

マット仕上げの品の良いストレッチジャカード素材。
爽やかなグリーンとベーシックなネイビーの２色をご用意しました。

約18cm

309936 309939
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春色リバティでつくる、ふんわりティアードスカート

5　この春のリバティプリントを6 柄ずつ組み合わせてつくる人気アイテム。グリーン系、ピンク系、ブルー系の３配色からお好きな色をお選びください。

お気に入りの小花柄でつくりたい、春一番のワンピース

1　前身頃のタックから裾に流れる自然なプリーツでシルエットが優しい仕上がりに。野原の草花を描いた〈 メドウ〉を使って。

2　上質なヨーロッパリネンを原料にしたファインリネンのカーディガン。ヨーク部分はかぎ針、その他の部分を棒針編み。この春おすすめのコーラルピンクで。

3　こども用の定番ワンピースも、リバティプリントならおしゃれな仕上がりに。デイジーとバラのブーケ柄〈ファリンダ 〉でつくります。

4　ニーナとおそろいの模様編みのボレロ（ 14 ページ参照 ）。本体を編んでから、前身頃にピンクのお花をトッピング。コットンフィールファインで編みました。

きれいな
リバティプリント
できました
2月10日発売

今春のリバティプリントは、

透明感のあるクリアで明るい色づけに注目。

人気柄も新鮮なカラーリングで

軽快でフレッシュな印象に生まれ変わります。

ウェアから小物、アクセサリーまで

お好きなアイテムでお楽しみください。

　H ￥1,080　700127　Z ￥8,748　M：2.7m（リバティプリント・タナローン 309985）　K ￥20,726 

 Z ￥7,150　（ファインリネン 402992：6コ　キザミボタン13㎜ 455692：7コ　IS：402996）　K ￥41,710 

 H ￥1,080　700136　Z ￥4,536　100㎝サイズ：1.4m（リバティプリント・タナローン 309996）　K ￥14,354

　Z ￥4,536（コットンフィールファイン 20488：5コ　402687：1コ　キザミボタン11.5㎜ 455686：1コ　IS：402999）

     

 Z 各￥8,100 　〈グリーン〉310175  　〈ピンク〉310173 　〈ブルー〉310174 K ￥25,380 

　H ￥1,080　700120　Z ￥6,156　M：1.9m（リバティプリント・タナローン 309971） K ￥18,166

　Z 各￥4,536 　〈ブルー〉353245　〈ピンク〉353244　 〈イエロー〉353246　K 各￥15,876　約32 ×25 ×12㎝

000000 は商品コードです。お問い合わせ時にお伝えください。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
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お気に入りの小花柄でつくりたい、春一番のワンピース

1　前身頃のタックから裾に流れる自然なプリーツでシルエットが優しい仕上がりに。野原の草花を描いた〈 メドウ〉を使って。

2　上質なヨーロッパリネンを原料にしたファインリネンのカーディガン。ヨーク部分はかぎ針、その他の部分を棒針編み。この春おすすめのコーラルピンクで。

3　こども用の定番ワンピースも、リバティプリントならおしゃれな仕上がりに。デイジーとバラのブーケ柄〈ファリンダ 〉でつくります。

4　ニーナとおそろいの模様編みのボレロ（ 14 ページ参照 ）。本体を編んでから、前身頃にピンクのお花をトッピング。コットンフィールファインで編みました。

人気のスキッパーネックのロングシャツをリバティプリントで

6　ネックラインがきれいに見えるブラウスは、サイドのリボンで広がりを調節できるデザイン。パンツにもスカー

トにもよく合います。草原に群れ咲く花々を描いた〈 イルマ 〉で。

ワッペン＆アップリケでオリジナルの袋もの

8　側面とまちの両面にリバティプリントとリネンを効果的に使った

リバーシブルのミニバッグ。刺しゅうワッペンや動物アップリケをプ

ラスしてアレンジしても。

9　無地の本体にリバティプリントの動物をアイロンでアップリケ。ウサギはパールとビーズ、ネコはリボンとチャー

ムの首輪がついています。中袋はギンガムチェック。

10　つくりやすい縫いつけタイプの口金は、ポーチ本体と玉の色をコーディネートすると可愛い。マットピンクと

マットグリーンの２色。

今年色のリバティプリントでつくるパッチバッグ

7　リバティプリントのミニスワッチボックスでつくるパッチワークバッグ。すっきりとしたたて型トートバッグを、こ

の春の配色でお楽しみください。

自分スタイルの仕上げは、ハンドメイドネックレスで

11、12　軽量でボリューム感のある人気のネックレス。11 はバイアステープを使い、アクリルビーズを間隔をあ

けてくるみます。12 は筒状に縫われたリバティプリントにスチロール玉を入れています。

13　シフォン製の大小のヨーヨーキルトを縫いつなぎ、パールや竹ビーズを刺しゅうしてでき上がり。洗練され

たクラフト感が魅力的。フェミニンな仕上がりです。

14　コットンパール、クリスタル、平ロンデルをつないだセンターパーツをチェーンにつなぐだけ。アジャスター

つき留め具で長さを調節することができます。

ピンタックワンピース（七分袖）　H ￥1,080　700127　Z ￥8,748　M：2.7m（リバティプリント・タナローン 309985）　K ￥20,726 

ファインリネンカーディガン Z ￥7,150　（ファインリネン 402992：6コ　キザミボタン13㎜ 455692：7コ　IS：402996）　K ￥41,710 

こどものアンプルワンピース H ￥1,080　700136　Z ￥4,536　100㎝サイズ：1.4m（リバティプリント・タナローン 309996）　K ￥14,354

フルールボレロkids　Z ￥4,536（コットンフィールファイン 20488：5コ　402687：1コ　キザミボタン11.5㎜ 455686：1コ　IS：402999）

K ￥26,136     

リバティプリント・ティアードスカートキット Z 各￥8,100 　〈グリーン〉310175  　〈ピンク〉310173 　〈ブルー〉310174 K ￥25,380 

スキッパーブラウス（七分袖）　H ￥1,080　700120　Z ￥6,156　M：1.9m（リバティプリント・タナローン 309971） K ￥18,166

スワッチのバッグ　Z 各￥4,536 　〈ブルー〉353245　〈ピンク〉353244　 〈イエロー〉353246　K 各￥15,876　約32 ×25 ×12㎝

1
2
3
4

5
6
7

アローバッグ・Ｓ（リバティプリント）　Z 各￥2,603　（マーガレット・アニー）353242　（ジェニーズ・リボンズ）353243　K 各￥6,491　

約19.5 ×30 ×10㎝　＊ワッペン別売　モノグラム・刺しゅうワッペン、リバティプリントアップリケは P.7 をご覧ください。  

口金ポーチ　Z 各￥2,592　（ウサギ）459107　（ネコ）459108　K 各￥7,344 

マーブル口金12㎝　各￥1,512　（マットグリーン）459047　（マットピンク）458829　日本製    

ラッピングネックレス・ハーフ　Z ￥1,836　459128　約86㎝

ラッピングネックレス・ライトⅡ　Z 各￥2,160　（マーガレット・アニー）459103 　（フィッツジェラルド）459104　K 各￥4,860

クラフトネックレス〈シフォン〉エクル　Z ￥2,484　459101　K ￥9,720

トップコットンパールネックレス〈ゴールド〉 　Z ￥2,592　459102　K ￥4,860　約67㎝
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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。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

6 7

8

9

10

11

13
14

12



07 000000は商品コードです。お問い合わせ時にお伝えください。

リバティプリントのご紹介 2015年のタナローンは、ロングセラー柄と新しい柄から今春にふさわしい25柄をセレクト。
サイズアレンジやオリジナルの色づけをしたホビーラホビーレの限定商品です。ソーイング向けのファブリックも充実のラインナップ。

リバティプリント・リヨセルローン　￥3,888/m
108 ～ 110cm 幅 [ 指定外繊維（リヨセル）100%]　日本製

■リバティプリント・アイロンアップリケ　￥1,404/ 袋
3 枚入り　ウサギ : 約90 × 79㎜　ネコ : 約95 × 76㎜

■モノグラム・ししゅうワッペン　￥864/ シート　
2 枚入り（シャンパンゴールド・シルバー各 1 枚）　約25㎜

■リバティプリント・クルミボタンアソート 20㎜　￥540/ 袋　　
3 個入り　約20㎜

■リバティプリント・クルミボタンアソート S　￥648/ 袋　
5 個入り　約12㎜

■リバティプリント・カットクロスセット　￥10,800/ 個
約 17 × 16cm・105 種 105 枚入［綿 100%］

■リバティプリント・ミニスワッチボックス　￥2,268/ 個
約 7cm 角・16 種 64 枚入［綿 100%］

■パフ　Puff（80％縮小）

しなやかなドレープ性と優しい肌ざわりが特長の新素材・リヨセルローン。シワになりにくく、家庭
での手洗いも可能です。そのソフトな風合いと仕立て栄えの良さは、ワンピースやスカート、チュ
ニックなど様々なウエアにおすすめです。スタイリッシュな雰囲気の人気柄〈パフ〉を、着こなし
やすいベーシックカラーとコーディネートのアクセントにもなるトレンドカラーでプリントしました。

予約受付開始発売／1月 日（日）25 月 日（土）101

309933 309934 309935

〈ウサギ・ピンク〉459043

〈ピンク〉459080
〈ピンク〉459064

310017

〈ピンク系〉310011 〈ブルー系〉310012 〈イエロー・グリーン系〉310013

〈グリーン〉459065
〈グリーン〉459081

〈ネコ・ピンク〉459045 459032

459037 459038 459039 459040

459033 459034 459035 459036

〈ウサギ・グリーン〉459044 〈ネコ・グリーン〉459046

約18cm

リバティプリント・タナローン　￥3 , 240 / m
110 ～ 112cm 幅 　［綿 100%］　日本製

リバティプリント・シェラトンジャージ　￥3 , 132 / m
110～112cm幅　［綿100%］　日本製

リバティプリント・マドラスチェック　￥3 , 780 / m
108～110cm幅　［綿100%］　日本製

予約受付開始発売／2月 日（火）10 月 日（土）101

予約受付開始発売／2月 日（火）10 月 日（土）101

予約受付開始発売／2月 日（水）25 月 日（土）101

　 バイアステープ　￥648/ 袋
約4cm幅×約 2m 入　［綿 100%］　日本製

　 バイアステープ　￥756/ 袋
約4cm幅×約 2m 入　［綿 100%］　日本製

　 ラミネート　￥2,052/ 本
約105~108cm 幅×約 50cm　［綿 100%　表面 PVC コーティング］　日本製

309964 309989 309992309965 309990 309993309966 309991 309994 309995

■クレア・オード　Claire-Aude（75％縮小）
1975年にリバティ社の為にデザインされた人気柄。小花をラフなタッチで様式化した
この密集柄を、今回は柄サイズを縮小アレンジ。透明感あるカラーリングでご紹介します。

舞踏会用のリボンをモチーフにしてデザインされた、2006年発表の人気柄。その愛らしさがより引き立つよう、柄サイズを縮小。
トレンドカラーを取り入れた、ポップでクリアなカラーリングでご紹介。

約8cm 約8cm

■ジェニーズ・リボンズ　Jenny’s Ribbons（86％縮小）

310001
310004 310007310005

310008
310006 310009

310010

（83％縮小）

（80％縮小）

（83％縮小）

309967 309958 309961309968 309959 309962309969 309960 309963

■フィッツジェラルド　Fitzgerald（89％縮小）
1930年代の典型的なリバティプリントをもとにし、春の湿原を表現した柄。
柄サイズを縮小し、より着こなしやすくアレンジしました。

夏の庭園に咲き誇るたくさんの種類の花々を、ひとつのデザインにまとめた柄。
リバティプリントならではの繊細なプリントが栄えるこの柄に、春にふさわしい明るくみずみずしい色づけをしました。

約8cm 約8cm

■マーガレット・アニー　Margaret Annie

310000

309970 309977 309980309971 309978 309981309972 309979

■イルマ　Irma（70％縮小）
筆づかいや微細な鉛筆のラインまで再現した、繊細なデジタルプリント。
ポピー、イベリスなど数々の花々が、幻想的な草原の情景をつくります。

トレスコ・アビー・ガーデンで見つけた、まるで光を放つかのような黄金色の美しい小花を、一面に散らしたデザイン。
一見単純な花柄のようでも、よく見るとリバティプリントらしい細やかな表現が魅力です。

約8cm 約8cm

■ザンジー・サンビーム　Xanthe Sunbeam（91％縮小）

310002

309982 309973 309976309983 309974309984 309975

■アレキサンドラ　Alexandra（80％縮小）
リバティ百貨店のジュエリー売り場をイメージしてデザインされた柄。
一面を光り輝く宝石でうめつくした、透明感のあるスタイリッシュなプリントです。

シンプルなアウトラインで表現される、何年経っても人気の絶えない定番的な柄。
明るくクリアな、2015年のトレンドカラーで色づけしました。

約8cm 約8cm

■カペル　Capel

309996 309985 309988309997 309986309999 309987

■ファリンダ　Farinda（83％縮小）
デイジーとバラの小さな花束をレイアウトした柄。リバティプリントの中では少なめの5色で構成
されたシンプルなデザインで、ややクラシックな雰囲気が印象的。

野原に咲く優しい花々を表現した1930年代のデザイン。長年親しまれているこの人気柄を縮小し、小花柄にアレンジ。
新たに生まれたタイニーな愛らしさにふさわしい、カラフルな色づけにご注目ください。

約8cm 約8cm

■メドウ　Meadow（71％縮小）

310024 310027 310030310025 310028 310031310026 310029 310033

■パトリック・ゴードン　Patrick Gordon

伸縮性がありながら縫いやすく、着心地の良い綿ジャージに、〈マーガレット・アニー〉を単色風に
描き直した柄をプリント。庭園に咲き誇る花々を、シンプルな色づけでご紹介します。

ウエアに向く人気の柄を、カラフルな先染めチェックにプリントしました。チェックによってプリントの見え方が変わり、タナローンとはまた違った魅力を持つ素材。
ドレスファブリックとして人気の高い、〈カペル〉と〈パフ〉の２柄でご紹介します。

約20cm 約20cm 約20cm

■カペル　Capel ■パフ　Puff（80％縮小）

459050

459048 459049

459051 459052 459053 459054

459096 459097



08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。

2015年のタナローンは、ロングセラー柄と新しい柄から今春にふさわしい25柄をセレクト。
サイズアレンジやオリジナルの色づけをしたホビーラホビーレの限定商品です。ソーイング向けのファブリックも充実のラインナップ。

■

約 17 × 16cm・105 種 105 枚入［綿 100%］

■

約 7cm 角・16 種 64 枚入［綿 100%］

リバティプリント・タナローン　￥3 , 240 / m
110 ～ 112cm 幅 　［綿 100%］　日本製

リバティプリント・シルクコットンローン　￥3 , 888 / m
106～108cm幅　［綿65%　シルク35%］

ウォッシャブル加工付き　日本製

予約受付開始発売／4月 日（金）10 月 日（土）101
　 バイアステープ　￥648/ 袋
約4cm幅×約 2m 入　［綿 100%］　日本製

　 ラミネート　￥2,052/ 本
約105~108cm 幅×約 50cm　［綿 100%　表面 PVC コーティング］　日本製

リバティプリント・タナローン　￥3 , 240 / m
110 ～ 112cm 幅 　［綿 100%］　日本製

リバティプリント・シェラトンジャージ　￥3 , 132 / m
110 ～ 112cm 幅　［綿 100%］　日本製

リバティプリント・シルクコットンローン　￥3 , 888 / m
106 ～ 108cm 幅　［綿 65%　シルク 35%］ウォッシャブル加工付き　日本製

予約受付開始発売／3月 日（火）10 月 日（土）101

予約受付開始発売／3月 日（金）20 月 日（土）101

　 バイアステープ　￥648/ 袋
約4cm幅×約 2m 入　［綿 100%］　日本製

　 ラミネート　￥2,052/ 本
約105~108cm 幅×約 50cm　［綿 100%　表面 PVC コーティング］　日本製

310055

310058

310143 310138

310148

310166

310168

310152

310076

310156

310062

310133

310104

310067

310070

310085

310080

310073

310083

310117

310091310056

310059

310144 310140

310149

310167

310169

310153

310077

310157

310063 310065

310134

310105

310068

310071

310086

310081

310074

310089310088

310084

310118

310092310057

310060 310061

310147 310141

310150

310154

310142

310151

310155

310078 310079

310158

310064 310066

310135 310136 310137

310106

310069

310072

310087

310082

310116

310075

310090

310093

■エミリアス・フラワーズ　Emilia’s Flowers

■ティンク　Tink（75％縮小）

■カペル　Capel

■メモリーズ・オブ・レイン　Memories of Rain

■アリスズ・ガーデン　Alice’s Garden ■パフ　Puff

■イングリッシュ・フィールド　English Field（66％縮小）

■スモール・スザンナ　Small Susanna

■フォーゲット・ミー・ノッツ　Forgetmenots

■ポピー & デイジー　Poppy&Daisy（83％縮小）

■エディナム　Edenham

■ヨシエ　Yoshie（80％縮小）

■アンジェリカ・ガーラ　Angelica Garla（83％縮小）

リバティプリントらしい、密集した小花柄。リバティ社のアーカイブに保存されているバラの
生地見本を丁寧にリタッチ。バラを目立たせる配色、なじませる配色の色づけで。

コーディネートの主役にもなる、水彩風のタッチが魅力の柄を、縫いやすい綿ジャージにプリント。
柄を縮小し、羽織り物とのバランスも取りやすいようアレンジしました。伸縮性があり、着心地の良い素材です。

軽く肌ざわりのよいシルクコットン素材に、コーディネートしやすい人気柄をプリントしました。ご家庭での手洗いが可能なので、
気軽にシルクの素材感を楽しめます。柄が引き立ち、気になる透け感も程良くおさまる濃いめのカラーリング。

2010年発表、皆川明氏とのコラボレーションで生まれた柄。絵の具のしずくが落ちたような印象的な柄に、
透明感のあるカラフルな色づけをしました。どの配色も生き生きとした表情のプリントに仕上がっています。

スカーフの柄に由来し、花の香りに満ちたリバティの庭園を表現したアンナズ・ガーデン柄を
アレンジ。繊細で色とりどりの花々を表現するために、デジタルプリントの手法を採用。

2003年に発表された、古文書がデザインのベースになったと言われている柄。
そのスタイリッシュな柄の雰囲気に合う、2015年のトレンドカラーで色づけしています。

リバティ百貨店のインテリア売り場を表現した繊細な花柄。誰もが着こなしやすいよう、柄サイズを
リバティ社の配色には無い、パステルミックスのカラフルで華やかな配色パターンも加えています。

大小のひまわりをモチーフにした人気柄を４配色でシルクコットン素材にプリント。
シルク混素材ながら、ご家庭での手洗いもOK。ウエアのほか巻き物にもおすすめ。

リバティ百貨店のバッグ売り場を表現したデザイン。現代のリバティレディー達のバッグの中身をイメージして創られました。
リバティプリントの人気柄がデザインの中に入り込んだ、楽しいカンバセーショナル柄です。

その名の通り、ポピーとデイジーをモチーフにデザインされた柄。1900年代初頭に登場した、歴史あるベスト
セラーの1柄です。柄サイズをより着こなしやすくアレンジしました。ポップで元気なカラーリングでご紹介。　

明るく軽快でほどよく空間のある構図が特長の、リバティプリントの代表柄。
オフホワイト地に濃色地のネイビーも加え、柄の魅力を最大限に生かして。

渡邉良重さんとのコラボレーションで生まれたデザインを縮小。驚くほど繊細なラインで描かれたイラスト調のカンバセーショナル柄に、
凹凸感のあるベースの組み合わせ。渡邉さんのメルヘン調のタッチと、リバティプリントの重厚感が見事にミックスされています。

大胆な大花柄でありながら繊細な線画のデザインで人気を博したミセス・ロビンソンをベースにアレンジされ、
ドレスファブリックとしてより使いやすくなった柄。柄サイズを縮小し、夏まで活躍するはっきりしたカラーリング。

イラストレーターのジェーン・レイに注目して生まれた柄の１つ。インドの細密画からヒント
を得た、二度染め風の仕上がりが魅力。朝、昼、夜の森をイメージした配色で。

リバティプリントでも人気のある柄を多く残している、DSというイニシャルを持つ人物によってデザインされた不動の人気柄。
愛らしくフレッシュなカラーで色づけしました。

大小様々なひまわりをモチーフに、繊細な描写が目を引く陽気なデザイン。
スザンナをベースに丹精こめてアレンジされたコンテンポラリーな人気柄を、縮小してカラフルな色づけをしました。

向日葵、ゼニアオイ、アンゼリカ、ヒナギク、シャクヤク、紫陽花などが力強く描かれた柄。
リバティプリントらしい繊細なラインが引き立つよう、シンプルな色づけを施しました。

2005年の雅姫さんとのコラボレーションで生まれた柄をリサイズ。花びらの重なりを
何色もの色で表現した美しい柄です。力強くも優しい雰囲気のカラーリングが魅力。

約8cm

約8cm

約8cm 約8cm

約8cm

約20cm

約8cm

約8cm

約8cm

約8cm

約8cm

約20cm

約8cm

約8cm

約8cm

約8cm

約20cm

約8cm

■デイビッド・ジョー　David Joe（66％縮小）

■ベッツィ　Betsy（65％縮小）

■スモール・スザンナ　Small Susanna（80％縮小）

■スイム・ダンクレア　Swim Dunclare

■ガーデン　Garden（81％縮小）

310162

310163

310165

310095

310159

310100

310103

310094

310164

310096

310101 310102310099

310097

310098
459068

459073

459087

459082 459083

459088 459084 459085 459086

459074 459075 459076 459077 459079459078

459069 459070 459071 459072
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「今、手づくり宣言！」

【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

二子玉川店　03-3707-1430

自由が丘店　03-6421-2309

銀座店　03-6274-6526

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

東武百貨店池袋店　03-3981-2211

西武池袋本店　03-6912-7319

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】

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

【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

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】

MONTHLY PRESS  vol.49 2015 年 1月10日発行  発行人／岸川健介  ©HOBBYRA HOBBYRE CO.2015  発行／株式会社ホビーラホビーレ  〒140-0011 東京都品川区東大井 5-23-37  TEL 03-3472-1104 ㈹  FAX 03-3472-1196

次回『MONTHLY PRESS 2月号 vol.50』は2月10日発行です。
どうぞお楽しみに！

掲載商品のご予約受付開始は、一部を除き 日（土）からになります。月1 10
●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。●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２０１4年12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。●本誌掲載
のものを複製、転載することを禁じます。  

ご自由にお持ちくださいフォロワー大募集♪
再入荷や、セールなど
耳より情報をツイートします！

■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。

SHOP INFORMATION

SHOP LIST

＊２０１4年 12 月現在のもので、変更される場
合がございます。

無印…ホビーラホビーレ
 　…マルグリット
　 …クチュリエール

2015年3月、
ホビーラホビーレは40周年を迎えます。

私たちは1975年の創業以来、
「手づくりを通じて、上質で季節感のある暮らし」を

提案してまいりました。

この40年の間に時代は移り、
私たちの生活は物質的に豊かで、便利になりました。

社会の価値観も変わりつつあります。
そのような中で、今、私たちは

「手づくり」の良さを改めて認識し、
その魅力をもっともっと

広げてゆきたいと願っています。

この2015年は、
「今、手づくり宣言!」をスローガンに掲げ、
どきどき・わくわくする手づくりの魅力を

お伝えしてまいります。

ホビーラホビーレのこれからにどうぞご期待ください。

♦ホビーラホビーレ銀座店オープンのご案内 ♦「ニーナドレスデザイン画コンテスト」開催中！ ♦通園通学応援フェア　開催中～3月31日（火）
【NEWS】 【 EVENT】

銀座4丁目交差点すぐの場所に路
面店舗がオープンしました!ホビー
ラホビーレの人気商品をセレクト、
ワクワクがぎゅっと詰まった小さい
ながらも楽しいショップができまし
た。銀座でショッピングの際には
ぜひお立ち寄りください。スタッフ
一同、お待ちしております。
〒104-0061
東京都中央区銀座5-9-5
田創館ビル1階

◀銀座店はこの看板が目印です

▲ドール〈ニーナ〉

2015年ホビーラホビーレのコンテストで
は、誕生10周年を迎えるドール〈ニー
ナ〉のドレスデザイン画を募集します。
お子様のご応募も大歓迎!!店頭にて
配布の応募用紙に、〈ニーナ〉に着せ
たいステキなドレスのデザインを描いて、
郵便で送ってください。応募用紙はホ
ビーラホビーレのホームページからもダ
ウンロードできます。皆様のご応募を
お待ちしています。

応募締切
2015年4月3日(金 )当日消印有効。
詳細は各店頭POP・ホームページを
ご覧ください。応募の受付は郵送のみ
です。

お子様の通園通学のご準備
に必要な生地や材料キット、
パーツ類を豊富に揃えており
ます。手づくりのご相談はス

タッフまで、お気軽にお問合せください。

ホビーラホビーレのオリジナルミシンを体
験いただける「きんちゃくをつくろうレッス
ン」を行います。レッスン日程は各ショッ
プまで。（参加費￥540・材料別売）

1月31日(土 )までの期間限定で、
「手づくりバッグオーダー承りキャン
ペーン」を開催中。お得な特別価
格にてお仕立ていたします。ぜひこ
の機会をご利用ください。

＊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。詳しくは各ショップにお問合せください。

▲通園通学カタログ無料配布中！店
頭にてご用意しております。数に限り
がございますので、お早めにどうぞ。
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1、２　可愛いリボン模様の〈ジェニーズ・リボンズ〉とスラブコットンを使用し

たバッグ製品。写真のレッスンバッグは別売りのレースをトッピングした参考作

品です。お好きなアレンジで仕上げましょう。

5　モチーフがつながっているワッペンは、必要な部分を切り離して使うこともできます。

車とリボン＆ハートの2種類のデザインからセレクトして。

6～9　繊細なラメ入りのクリアカラーボタン。ハート、スター、フラワー、リボン型の

４種類が揃いました。7色セットのアソートタイプです。

4 ハンドタオルの端にアイロンで貼ることができるワッペン。白い部分に油性ペンで名前を書けるので、

お名前つけもかんたん。リボン部分をフックにかけて。

3　コラージュや部分使いなど、模様と幅の異なる７種

類のトーションレースが揃いました。小物、ウェアなど、

用途や目的に合わせて、使い分けてください。

ホビーラホビーレの
通園通学Ⅱ
1月25日発売

リバティプリントレッスンバッグ（ジェニーズ・リボンズ）　￥3,780　459028　約31×41×3㎝　[綿100%] 
リバティプリントシューズバッグ（ジェニーズ・リボンズ）　￥2,808　459029　約26×22×8㎝　[綿100%] 
トーションレース（オフホワイト） a,b 各￥216/m　c,d,g,h 各￥270/m　e,f 各￥324/m　[綿100%]　日本製

タオルワッペン 各￥1,026　（車）459014　（イチゴ）459015　各2枚入

ラインワッペン　各￥648　（車）459016　（リボン&ハート）459017　約135㎜、各1枚入

1
2
3
4
5

ラメハートボタン・アソート　￥1,404　459041　約12×13.5㎜､ 7個付　日本製
ラメスターボタン・アソート　￥1,404　459042　約13㎜､ 7個付　日本製
ラメフラワーボタン・アソート　￥1,404 459089　約12㎜､ 7個付　日本製

ラメリボンボタン・アソート ￥1,512　459090　約10×13㎜､ 7個付　日本製

6
7
8
9

まだまだ間に合う通園通学の小物づくり。

便利グッズを上手に組み合わせれば、

愛情たっぷりのオリジナル作品が

かんたんにでき上がります。

ぜひお試しください。

1Dayソーイング
「今日縫って、明日着たい」、そんな方のための簡単ソーイングキット。

一枚の布から直線縫いだけでスカートをつくります。

1月25日発売 季節の刺し子
こどもの日にちなんだ和のモチーフとニーナの10周年記念柄。

お子さんやお孫さんへの贈り物、初めてのステッチ体験にもおすすめです。

こけし Z ￥1,080　459002 K ￥8,640 （使用糸：a,c,f）K
ニーナ Z ￥648　459003 K ￥8,208（使用糸：b）K
かぶと Z ￥864　459004 K ￥8,424 （使用糸：a,e）K
端午の節句 Z ￥864　458300 K ￥7,128　（使用糸：a,d）K
＊できあがりサイズ：1～3 約32×37㎝　4 約37×32㎝

刺し子糸 各￥216

刺し子針 各￥141 502320（針長短5本、糸通し入）

＊1：1/25発売　2：2/7発売　3：2/10発売　4～6：発売中

1
2
3
4

5
6

6

ジャカードフラワーボーダースカートキット　¥6,696　310172
S-LL対応　［レーヨン78% ナイロン19%　ポリエステル2%　ポリウレタン1%］ 

つくり方説明書・2.5㎝幅ゴムベルト入 

片耳ボーダー模様を活かしたスカートは、たっぷりギャザーと、ゴムウエストで

着心地抜群。お気に入りの1枚になりそう。

大人色のふんわりらくちんギャザースカート

1

1

3
4

2

4
5

6 7 8 9

2

3
a

b

c

d

e

f

g

h

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。Z＝材料セット価格 K＝完成品価格

452073 457165

452075

452077

454438

458065
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2月10日発売

しなやかな質感と光沢を味わう、春一番の透かし編みベスト

3　四角く編んだ2枚の同じ編み地を外表に合わせて肩部分をとじれば、でき上がり。両脇に通したリボンを好みの長さに引き絞って着こなします。

小さな花モチーフを編みつなぐ、春色のコットンストール

1、２　鎖編みだけで編み上がる花モチーフをつなぐだけ。６色に染め分けた段染め糸ならではの、自然な色の変化をお楽しみください。

マーブルモチーフストール　Z ￥3,618（マーブルコットン 402985：3コ　IS：402998） K￥20,898         

マーブルモチーフストール Z ￥3,618（マーブルコットン 402984：3コ　IS：402998） K￥20,898
マーブルクロッシェベスト Z ￥6,858（マーブルコットン 402983：6コ　IS：402997）　K￥32,778         

1
2
3

高級コットンの代名詞

「海島綿」と「ピマコットン」の長所をあわせ持つ、

「マスターシードコットン」を使った、

上質なコットンヤーンが生まれました。

しなやかな風合いと贅沢な着心地を

ぜひおためしください。

ハイクオリティの
ヤーン誕生New
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しなやかな質感と光沢を味わう、春一番の透かし編みベスト

3

小さな花モチーフを編みつなぐ、春色のコットンストール

1、２　鎖編みだけで編み上がる花モチーフをつなぐだけ。６色に染め分けた段染め糸ならではの、自然な色の変化をお楽しみください。

マーブルモチーフストール　Z ￥3,618（マーブルコットン 402985：3コ　IS：402998）　K ￥20,898         

マーブルモチーフストール　Z ￥3,618（マーブルコットン 402984：3コ　IS：402998）　K ￥20,898         

マーブルクロッシェベスト　Z ￥6,858（マーブルコットン 402983：6コ　IS：402997）　K ￥32,778         

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。Z＝材料セット価格　  IS＝つくり方シート　K＝完成品価格

５月の風にはためく、カラフルなこいのぼりをタペストリーに

1　空を元気に泳ぐ真ごい、緋ごい、子ごいたちの躍動感が新鮮なタペストリー。ちりめんのアップリケとライン

ステッチを組み合わせて色鮮やかに描きます。

季節の演出は、平面とスタンド式のお飾りで立体的に

２　ちりめんやオーガンジーのアップリケとラインステッチで表現したこいのぼり。ところどころにプラスした金糸が

きれい。

３　ちりめんや金糸で細部を仕上げたこいのぼりのお飾り。吹きながしはワイヤー入りでフォルムをきちんとキー

プ。木製の台つきです。

ひと針ひと針ステッチしながら仕上げる季節のクロス

４　気持ちよさそうに泳ぐこいのぼりと群れ咲く菖蒲をラインステッチだけで表現。縦長の

新しいサイズのステッチクロスです。

コンパクトなフレームサイズの五月飾りで季節のコーナーを飾って

5、6　力強い兜や鎧をモチーフにした2 タイプのフレームは、演出スタイルに合わせてセレクトを。凛々しい武具の数々を、カラフルな

ちりめん、ブレード、金糸などで表現します。

こどもの日
2月10日発売

男児の健やかな成長を願う端午の節句。

お子さんやお孫さんのために、四季折々の催しを楽しみたい方におすすめです。

カラフルなちりめんやステッチに金糸の輝きを添えて華やかに。

いろいろな手法やサイズをご用意しました。

アップリケタペストリー〈こいのぼり〉　Z ￥5,400　353190　K ￥24,840 　約42 ×56㎝　＊イラスト：髙野紀子　　

ミニアップリケタペストリー〈こいのぼり〉　Z ￥3,672　353191　K ￥12,960 　約42 ×18㎝　＊イラスト：髙野紀子　　

こいのぼりのお飾り　Z ￥3,672　353193　K ￥14,040 　高さ約34㎝　＊木製台付　　

1
2
3

こいのぼりのステッチクロス　Z ￥3,456　353189　K ￥21,600 　約50 ×40㎝　＊イラスト：髙野紀子　　

兜のフレーム　Z ￥3,672　353192　K ￥15,120 　約18 ×18㎝　＊イラスト：髙野紀子　

コラージュフレーム〈端午の節句Ⅱ〉　Z ￥5,616　353194　K ￥23,760 　約27 ×39㎝　＊イラスト：髙野紀子　

4
5
6

1

2

3

4

5

6
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楽しいバースデイシーンをカラフル＆キラキラ小物で演出

1　ニーナのバースデイパーティのシーンを楽しくステッチ。スパンコールやビーズ、銀糸などキラキラ感をプラスして、お祝いムードがぐんと盛り上がります。

2　リックラックテープにアルファベットとホールケーキ形のフェルトモチーフを貼ったオーナメント。スパンコールをトッピングして仕上げます。

本格派から初心者向けまで、おめかしファッションがいろいろ

3　チュールのお姫さまスカートがキュート。フェルトのバースデイケーキは小箱として使えるデザイン。

4　フェルト製のドレスセットは本体にアップリケやテープ類をつけるだけで完成する初心者向け。

5　フェルト製のドレスにレースやリバティプリントのパイピング、フリル飾りをプラスしたデザイン。

6　紺色ブレザー、チノパンに蝶ネクタイのプレッピースタイル。ブレザーは袖つけなしのフェルト製で、かんたんに仕上がります。

7　ドールスタンドは丸い台座の新バージョンが新登場。安定感が増しました。

＊別売りのドール本体は綿ジャージ製で、刺しゅう入りの顔、手足に樹脂の芯を入れたタイプにリニューアル。完成したお洋服をすぐに着せられ、ポーズも自在です。

H A P P Y
B I R T H D AY
N I N A

2月7日発売

　ニーナの等身大の編みぐるみは、本体からウエア、小物まですべてが

　Z ￥4,104　353175　K ￥24,840　約55 ×47㎝　刺しゅう糸入　＊イラスト：平野明子 

　Z ￥1,944　459106　K ￥3,780　約100㎝　日本製    

　Z ￥3,780　353180　K ￥10,800　約35㎝    

　Z ￥4,104　353186　K ￥16,200　＊ドール本体別売    

　Z ￥3,780　353181　K ￥10,800　約35㎝    

　Z ￥2,592　353187　K ￥11,880　＊ドール本体別売     

　Z ￥4,104　353182　K ￥11,880　約35㎝    

　Z ￥2,592　353188　K ￥11,880　＊ドール本体別売     

　Z ￥4,104　353183　K ￥11,880　約35㎝    

　Z ￥3,024　353255　K ￥12,960　＊ドール本体別売     

　￥1,080　459031　中国製     

　Z ￥4,752　353176　K ￥19,440　約18 ×39 ×16㎝　＊イラスト：平野明子   

　Z ￥3,672　353177　K ￥17,280　約53 ×20㎝　＊イラスト：平野明子   

000000 は商品コードです。お問い合わせ時にお伝えください。Z＝材料セット価格　  IS＝つくり方シート　K＝完成品価格

2 月 7日はニーナの日

2015年は誕生から10年を迎える

ニーナのアニバーサリーイヤー。

ぞくぞくと登場する可愛いニーナグッズで

子ども部屋をキュートに

デコレーションしてみませんか。

親子で楽しめるアイテムも

各種揃っています。

2

3 4 5 6

7

1

＊顔は刺しゅう入り
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ニーナのお部屋小物でお片づけ上手になれるといいね

ニーナプリントでつくる、バッグやポーチがいろいろ

8　しっかり自立するタイプのバスケット。側面の周囲につけた外ポケットには、お部屋でくつろぐニーナと自転車に乗るニーナ

をステッチします。

9　お出かけが大好きなニーナの日々の様子を刺しゅうしたポケットが3 つ並んだウォールポケット。お手紙やメモ、ペンなどの

小物がすっきり入ります。

10　ニーナの後ろ中央の入れ口からパジャマをしまうことができる、ベッド周りがすっきり片づくニューアイテム。ニーナの顔に

は、口・鼻の刺しゅうとフェルトの目をアップリケするための、ガイドラインが印刷されています。

11　フェルト製のニーナとニーナのお気に入りをつないだオーナメント。各モチーフは図案が印刷されたフェルトに刺しゅうやアッ

プリケを施して仕上げます。

19、20、21　ニーナのカンバセーション柄でつくるバッグときんちゃく。ほどよい厚さの綿麻素材は、通園通学用にもぴったり。直線縫い

だけで縫い上がります。

22　ニーナ柄のラミネートバッグ＆ポーチは、丈夫で水に強いのが魅力。約40 ×30cm の縦長サイズですから、レッスンバッグと同じぐら

い収納力があります。

縫う、編むを楽しく体験、プチニーナのチャーム＆ポーチ

12、13　身長12㎝と手のひらサイズで可愛いニーナのチャーム。本体はでき上がっているので、

お洋服づくりを集中して楽しめます。贈り物にもぴったりです。

14　ミニサイズのファスナーつき縦長ポーチは、フェルトの本体にワッペン、リックラック、ボタ

ンをトッピング。

15　ニット派におすすめの、編みぐるみのニーナ。本体はもちろん、ワンピース、シューズまで

すべて手編み。短時間で編み上がるうれしいアイテム。

おそろいのボレロで、ニーナとおでかけ、うれしいな

16、17、18　ニーナの等身大の編みぐるみは、本体からウエア、小物まですべてが

手編み。ペプラムがポイントのワンピースに、子ども用のフルールボレロとおそろいの

ボレロを着ています。おんなの子が着用しているリバティプリントのワンピースと手編

みのボレロは５ページを参照してください。

ステッチクロス〈ニーナとパーティ〉　Z ￥4,104　353175　K ￥24,840　約55 ×47㎝　刺しゅう糸入　＊イラスト：平野明子 

フェルトモチーフ・ハッピーバースデイ　Z ￥1,944　459106　K ￥3,780　約100㎝　日本製    

ドール〈ニーナ〉顔ししゅう入り　Z ￥3,780　353180　K ￥10,800　約35㎝    

ドレスセット〈アニバーサリー〉　Z ￥4,104　353186　K ￥16,200　＊ドール本体別売    

ドール〈アンナ〉顔ししゅう入り　Z ￥3,780　353181　K ￥10,800　約35㎝    

ドレスセット〈ガールＡ〉　Z ￥2,592　353187　K ￥11,880　＊ドール本体別売     

ドール〈エマ〉顔ししゅう入り　Z ￥4,104　353182　K ￥11,880　約35㎝    

ドレスセット〈ガールＢ〉　Z ￥2,592　353188　K ￥11,880　＊ドール本体別売     

ドール〈ルイ〉顔ししゅう入り　Z ￥4,104　353183　K ￥11,880　約35㎝    

ドレスセット〈ボーイ〉　Z ￥3,024　353255　K ￥12,960　＊ドール本体別売     

ドールスタンドⅡ　￥1,080　459031　中国製     

ニーナのバスケット　Z ￥4,752　353176　K ￥19,440　約18 ×39 ×16㎝　＊イラスト：平野明子   

ニーナのウォールポケット　Z ￥3,672　353177　K ￥17,280　約53 ×20㎝　＊イラスト：平野明子   
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ニーナのパジャマポーチ　Z ￥5,184　353178　K ￥19,440　約50㎝     

ニーナのアクセサリー　Z ￥3,456　353179　K ￥12,960　長さ約120㎝　＊イラスト：平野明子   

チャーム〈ニーナＡ〉　Z ￥2,376　353184　K ￥6,480　約12㎝　＊本体縫製済    

チャーム〈ニーナＢ〉　Z ￥2,376　353185　K ￥6,480　約12㎝　＊本体縫製済    

ニーナのミニポーチ　Z ￥2,052　459105　K ￥5,400　約12.5 ×8㎝

ニーナのチャーム　Z ￥2,376　403012　K ￥9,936　約14㎝ 

ニーナの編みぐるみ　Z ￥5,184　403011　K ￥31,104　約35㎝     

こどものアンプルワンピース　P.6-3 をご覧ください       

フルールボレロkids　P.6-4 をご覧ください 

レッスンバッグ〈マルチ〉　Z ￥2,139　353236　K ￥6,999　約29 ×41 ×4㎝     

きんちゃく袋〈ブルー〉　Z ￥3,014　353237　K ￥11,114　L：35 ×27㎝　M：27 ×22㎝　S：20 ×14㎝  

マイバッグ〈ベージュ〉　Z ￥1,620　353238　K ￥5,508　約38 ×28㎝     

ラミネートのフラットバッグ＆ポーチ〈ブルー〉　Z ￥2,020　353240　K ￥7,204　フラットバッグ約40 ×30㎝　ポーチ約16 ×21㎝
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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。Z＝材料セット価格　  IS＝つくり方シート　K＝完成品価格
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■ 綿麻プリント〈ニーナ〉

■ 綿麻プリント・ラミネート〈ニーナ〉

¥2,592/m　約108 〜110㎝幅　［ 綿85% 麻15% ］　日本製

¥1,620/ 本 　約108 〜110㎝幅×約50㎝　
［ 綿85% 麻15% （ 表面 PVCコーティング ）］　日本製 

約18cm
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