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青木和子さんと訪ねるピーターラビットの故郷
アルネ&カルロス春のブランケット/ 愛情いっぱいやわらかベビーグッズ /

わたし色をみつけよう カラフルワードローブ /プリティキャットとおでかけ/

誕生“モードコレクション”/ 大好きなリバティプリントでハンドメイド/Thanks Mom ! / 季節の刺し子
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いたずらっ子ピーターの大好きな野菜と植物をクロスに描いて

1　お母さんの言いつけを守らないでピーターが忍び込んだ菜園には、好物のレタスやラディッシュが……。お話にまつわる野菜や植物をステッチでいきいきと描きます。

ピーターラビット
の
故郷
3月10日発売

100年以上にわたって愛され続けてきた

ピーターラビットの世界を

青木和子さんと一緒に旅してみませんか。

イギリス湖水地方で出会った

美しい情景や小さな動物たちが

素敵な作品になりました。

青木和子さんと訪ねる

40周年記念商品

最新刊・文化出版局より３月上旬発売予定

「青木和子  旅の刺しゅう３
  コッツウォルズと湖水地方を訪ねて」

message

青木和子　Kazuko Aoki　　

子供が小さい頃、良く読み聞かせていたピーターラビットの絵本。そこには、作

者のビアトリクス・ポターさんの飼っていたウサギとニア・ソーリー村の動物たち、

家や庭、野菜畑の様子などが優しいタッチで描かれていました。村のある湖水

地方は、ナショナルトラストの手によって、豊かな自然の中に当時の村の佇まいがそのまま残されて

います。思ったよりずっとこじんまりしていたヒルトップ農場を訪れると、昔ながらの花と野菜、果樹

の混植されたコテージガーデンがあり、古いリンゴの木の下に広がる牧草地に、小さなウサギが今も

姿を見せていました。ピーターラビットの故郷、ニア・ソーリー村で出会った素朴な庭や動物たちを、

刺しゅうでスケッチしてお届けします。

庭を愛し、植物から庭に棲む生き物まで、庭のすべてをモチーフにして、刺しゅうという形で表現する。思いがけない素材の使い方や、新鮮な花の
表現に惹かれるファンがいっぱい。趣味はガーデニングと読書。著書に「赤毛のアンの島」、「クロスステッチA to Z」「刺しゅうレシピA to Z」 、「旅
の刺しゅう」（ともに文化出版局）「花のデザインノート」（主婦の友社）「青木和子の刺しゅうダイアリー　四季を彩る草花とステッチ」（日本ヴォー
グ社）ほか多数。また、海外で翻訳版の出版も相次いでいる。
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野菜やベリーが色づく菜園と愛らしい生物たちをフレームに 野うさぎが暮らすナチュラルガーデンを布小物にステッチ

いたずらっ子ピーターの大好きな野菜と植物をクロスに描いて

フレームの中に小さな生き物と春の草花の世界を繊細にスケッチ

5　草花、ハーブ、野菜や果樹が一緒に植えられた菜園を訪れる動物たち。湖水地方にある「 ピーターラビット

のおはなし」の著者ビアトリクス・ポターの庭をモチーフにしたステッチフレームです。

6、7　いっせいに花咲く春の庭に、一羽の野うさぎを描いたポーチとブックカバー。ポーチは口が大きく開いて

使いやすいワイヤー口金入り。ブックカバーは半縫製済みです。

2　春の野原の茂みで、可愛いアヒルやハリネズミ、ウサギなど、物語に出てくる動物たちがかくれんぼ。広がりのある情景を細長いフレームにおさめました。

3、4　刺しゅう枠をフレームに見立てた壁飾り。リバティプリントとの組み合わせが新鮮な、ウサギとアヒルを主役にした2 種のデザイン。

ステッチクロス〈ピーターラビットの庭から〉　Z ￥5,400　353212　K ￥43,200　約65 ×47㎝ 

フレーム〈ピーターラビットの仲間たち〉　Z ￥4,320　353213　K ￥17,280　約13 ×50㎝

フープフレーム〈Rabbit〉　Z ￥3,024　353214　K ￥10,800　直径約13㎝　＊刺しゅう枠つき

フープフレーム〈Duck〉　Z ￥3,024　353215　K ￥10,800　直径約13㎝　＊刺しゅう枠つき

1
2
3
4

フレーム〈コテージガーデン〉　Z ￥7,776　353211　K ￥32,400　約38 ×50㎝ 

バニティポーチ〈Rabbit〉　Z ￥3,672　353216　K ￥15,120　約10 ×15 ×10㎝

ブックカバー〈Rabbit〉　Z ￥3,240　353217　K ￥10,800　約16 ×12㎝

＊1〜7　デザイン：青木和子 

5
6
7

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

2

5

6

7

3

4

「青木和子  旅の刺しゅう３
  コッツウォルズと湖水地方を訪ねて」

左：「青木和子　旅の刺しゅう　野原に会いにイギリスへ」

右：「青木和子　旅の刺しゅう２　赤毛のアンの島」

＊文化出版局刊　各￥1，944　発売中

青木和子さんがイギリスのコッツウォルズと、ピーターラビットの故郷・湖水地方を旅して
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たっぷり日射しを浴びて輝く、カラフルなブランケットとバッグ

1　色鮮やかなモチーフつなぎのブランケットは、コットンソレイユの発売色にキットだけの限定色2色を加えた8色づかい。並太タイプなので扱いやすく、

楽しく編み進められます。

2　肩にもかけられる太めの持ち手がデザインポイント。ブランケットとおそろいの配色で編んだ、元気カラーのモチーフバッグです。

3玉で完成、フレッシュカラーのパイナップル編みバッグ

3　トレンドカラーの手編みバッグは、春の装いのスパイスとしておすすめ。短時間で編み上がるので、お気に入りの色を見つけて編んでみませんか。

アルネ＆カルロス　Arne＆ Carlos

ノルウェー人のアルネとスウェーデン人のカルロスが出会い、2002

年に誕生したデュオ・ブランド。伝統的なノルディックニットや

スカンジナビアフォークアート、ノルウェーの自然などからインス

ピレーションを得た独創的なデザインで世界各地で高い評価を

博しています。現在はニット作品のレシピ提供、書籍出版、各

国でのワークショップが活動の中心。2013年、国内で初めての

翻訳本「北欧のガーデンニッ

ト」、2014年には「アルネ＆

カルロスのあみ人形」が日本

ヴォーグ社から出版。カラフ

ルで透明感あふれる世界が話

題になっています。 カルロス氏（左）とアルネ氏（右）

春のブランケット
3月10日発売

明るい色づかいと素朴で懐かしいデザインで

人気を集める北欧のニットデュオと

ホビーラホビーレのコラボレーション企画・第2弾。

ふっくら軽い編み心地のコットンヤーンで編む

ビビッドカラーのブランケットと

バッグをご紹介します。

サニーフラワーブランケット Z ￥18,360　403015 K ￥56,160　約90×120㎝　デザイン：アルネ&カルロスK
サニーフラワーバッグ Z ￥8,640　403016 K ￥25,920　デザイン：アルネ&カルロスK
パイナップルバッグパパ Z 各￥2,808　（コットンソレイユ：3コ　〈イエロー〉402986　〈パープル〉402989　〈アイボリー〉402991　〈グリーン〉402987　〈レッド〉402990　〈ブルー〉402988 IS：403005）　K 各￥11,448K

1
2
3

アルネ＆カルロス
ニット
k i t

ニット
k i t

40周年記念商品
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1

楽しく編み進められます。

2　肩にもかけられる太めの持ち手がデザインポイント。ブランケットとおそろいの配色で編んだ、元気カラーのモチーフバッグです。

3玉で完成、フレッシュカラーのパイナップル編みバッグ

3
おくるみ〈音楽隊〉　Z ￥8,640　353206　K ￥23,760　約68 ×68㎝ ＊本体縫製済

スリーパー〈音楽隊〉　Z ￥7,344　353207　K ￥17,280　約50 ×37㎝　＊本体縫製済

スタイ〈音楽隊〉　Z ￥3,240　353208　K ￥9,720　約24 ×19㎝　＊本体縫製済

アクセサリー〈うさぎとくま〉　Z ￥3,024　353210　K ￥9,720　高さ約6〜10㎝ 

ピロー &トーイ　Z ￥3,672　353209　K ￥10,800　ピロー：約19 ×21㎝ 　トーイ：約16 ×5㎝

＊1~5　イラスト：平野明子 

1
2
3
4
5

フェルトワッペン・ベビー　各￥1,188　（ネコ）459062　（ウサギ）458257　（クマ）458258　高さ約55~65㎜　2 枚入

ベビーデイジーベスト　Z ￥3,456　（オーガニックシェイプ 401725：2コ　402689：1コ　キザミボタン11.5㎜ 455686：3コ　IS：403001）

K ￥18,576

ベビーデイジーブランケット　Z ￥7,290　（オーガニックシェイプ 401725・402691・402692：各2コ　402689・402690：各1コ

IS：403000）K ￥41,850　約67 ×75㎝

6
7

8

オーガニック糸で編む、デイジーモチーフのベビーニット

7　ブランケットとおそろいのデイジーモチーフをヨークに配置したデザイン。オーガニックシェイプのオフホワイトとイエローで編みました。

8　モチーフを編みためてから編みつなぐブランケットは、出産準備のママにもおすすめのアイテム。5 色の優しいカラーを組み合わせました。

アイロンで手軽に接着できるフェルト製の動物ワッペン

6　モチーフはネコ、ウサギ、クマの3 種 類。それぞれ柄 違いのウエアを着た2 枚が

セットになっています。ひと手間かけて、ベビーグッズをアレンジしてみませんか。

オーガニックコットンのタオル地に動物の音楽隊をアップリケ

1、2、3　素材から縫製まで、良質タオルの産地、今治で製作。使い心地と安全性にこだわったオーガニックコットンのタオル地に音

楽隊の動物たちをステッチしたアップリケ布を縫いつける3 種のアイテム。どれも本体は縫製済みで、アップリケ布にはお名前を入れる

こともできます。2 のスリーパーは寝冷え防止、お風呂上がりのベストなど、様々な用途に活躍する新アイテム。

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

愛情いっぱい
やわらかベビーグッズ
2月25日発売

デリケートな赤ちゃんのお肌に安心の手づくりキットの数々。

オーガニック素材、簡単なつくり方にこだわった

ホビーラホビーレならではのアイテムをお届けします。

サニーフラワーブランケット　Z ￥18,360　403015　K ￥56,160　約90 ×120㎝　デザイン：アルネ &カルロス 

サニーフラワーバッグ　Z ￥8,640　403016　K ￥25,920　デザイン：アルネ &カルロス 

パイナップルバッグ　Z 各￥2,808　（コットンソレイユ：3コ　〈イエロー〉402986　〈パープル〉402989　〈アイボリー〉402991　〈グリーン〉402987　〈レッド〉402990　〈ブルー〉402988　IS：403005）　K 各￥11,448 

安心素材のアクセサリーとお役立ちセット

4　ハートのオーナメントと動物トーイのセット。うさぎは鳴き笛、

くまはプラ鈴入りで、音の違いも楽しんで。ベッドやベビーカーにつけられます。

5　後ろにベルトをつけたアームピローは、赤ちゃんを抱っこするときに使うと、頭が安定

して腕の疲れも軽くなる優れもの。プラスティック鈴入りのトーイもセットです。

3

4

5

2

1

6

※ワッペン使用イメージ

7

8
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　Z ￥3,888　459111　＊やっとこ付き 

コットンパールマルチカラーネックレス　Z ￥2,592　459112　K ￥6,156 

　H 700117　Z ￥3,694 M：1.9m（ファインローン 310036）　K ￥14,591 

　H 700117　Z ￥3,694 M：1.9m（ファインローン 310037）　K ￥14,591 

　Z ￥2,700　459110　K ￥5,940　約91㎝ 

　H 700117　Z ￥7,938　M：2.1m （リバティプリント・マドラスチェック 310028）　K ￥18,836 

　H 700126　Z ￥6,804　M：1.8m （リバティプリント・マドラスチェック 310029）　K ￥17,604

　H 700115　Z ￥8,694　M：2.3m （リバティプリント・マドラスチェック 310031）　K ￥19,494  

　Z ￥6,696　310176　K ￥17,496 

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　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

表情いきいき、スプリングカラーの軽やかローンブラウス

2、3　きれいな色の無地ブラウスは、顔映りのいい色を選んで。タックと裾リボンがポイントのブラウスを、上質

ローンのお気に入りカラーでつくります。

4　シルバーと2 色のブルーのガラスビーズを交互に通したネックレス。イレギュラーに通した透明な大きなビーズ

がアクセントです。

ほどよいカジュアル感が魅力、プリントonチェックのブラウス

5　明るいチェックと〈 カペル 〉のミックス柄。首から広がるタックがナチュラルなシルエットのブラウスで、キュー

トな雰囲気に。

ファブリックの個性を楽しむ、シンプルなベーシックアイテム

6　紺ベースの大胆なチェックはスカートにおすすめ。ヨーク部分からタックを入れたデザインなので、気になる

おなかまわりがすっきり。膝が隠れる60㎝丈です。

7　人気柄の〈 パフ 〉でつくる六分袖のワンピース。プリントが織り模様のように見えるファブリックの魅力をその

まま楽しむデザイン。軽やかで着回し力の高い一枚。

■ファインローンコレクション

■リバティプリント・マドラスチェック

¥1,944/m　約110 ～112cm 幅　［ 綿100% ］
日本製　＊新色（ 5 色 ）

¥3,780/m　約108 ～110cm 幅　［ 綿100% ］　日本製

自然な光沢とソフトな風合いの80 番手ローンの無地コレクション。UVカット加工付きで、幅広い用途におすすめ。
昨年からの人気継続色に加え、今年のトレンド色が5 色新発売。

春夏を通して活躍するカラフルなマドラスチェックにリバティプリント〈カペル〉と〈パフ〉をプリント。
ホビーラホビーレだけのオリジナル柄を2 柄6 種ご用意しました。

310037310035

310030310027

310038310036

310031310028 310033310029

310039

セミタイトスカート　H ¥1,080　
わたし色をみつけよう
カラフルワードローブ
2月25日発売

この春のファブリックは、明るく鮮やかなカラーがキーワード。

オリジナル柄の〈リバティプリント・マドラスチェック〉をはじめ、

レースやローン、リネンなど、魅力的なファブリックの数々から、

お気に入りの色と質感をお楽しみください。

パールのネックレスで
ビーズ手芸の基礎をマスター

1 マルチカラーのコットンパールをグラデーションに並べたデ

ザイン。材料一式と工具のやっとこ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。）

約 10cm

1

2 3

4

5

6

7

■カペル　Capel ■パフ　Puff（80％縮小）

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
40周年記念企画

4
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コットンパールマルチカラーネックレス・スターターセット　Z ￥3,888　459111　＊やっとこ付き 

＊やっとこを含まないセットもございます　コットンパールマルチカラーネックレス　Z ￥2,592　459112　K ￥6,156 

タックブラウス（七分袖）　H 700117　Z ￥3,694 M：1.9m（ファインローン 310036）　K ￥14,591 

タックブラウス（七分袖）　H 700117　Z ￥3,694 M：1.9m（ファインローン 310037）　K ￥14,591 

ガラスビーズネックレスⅡ〈ブルー〉　Z ￥2,700　459110　K￥5,940　約91㎝ 

タックブラウス応用裾リボンなし（七分袖）　H 700117　Z ￥7,938　M：2.1m （リバティプリント・マドラスチェック 310028）　K ￥18,836 

タックスカート（60㎝丈）　H 700126　Z ￥6,804　M：1.8m （リバティプリント・マドラスチェック 310029）　K ￥17,604

ボックスワンピース（六分袖）　H 700115　Z ￥8,694　M：2.3m （リバティプリント・マドラスチェック 310031）　K ￥19,494  

落下板レース・セミタイトスカート　Z ￥6,696　310176　K ￥17,496 

1

2
3
4
5
6
7
8

ボートネックブラウス（七分袖）　H 700104　Z ￥6,156　M：1.9m （カラーレース 310046）　K ￥17,054 

ボートネックブラウス（七分袖）　H 700104　Z ￥6,156　M：1.9m （カラーレース 310045）　K ￥17,054 

フィレンツェビーズネックレス〈ピンク〉　Z ￥3,780　459109　K￥7,560 

ボートネックチュニック（七分袖）　H 700104　Z ￥5,951　M：1.9m （リバティプリント・シェラトンジャージ 310025）

K ￥16,848 

ファンシーボーダーベスト　Z ￥7,992　403013　K ￥40,392 

ワイドパンツ　H 700102　Z ￥8,165　M：2.1m （カラーリネン 310054）　K ￥18,965 

フレンチスリーブワンピース（ロング丈）　H 700137　Z ￥9,332　M：2.4m （カラーリネン 310053）　K ￥20,229 

スイートフラワーストール　Z ￥4,644　403014　K ￥37,044 

9	
10	
11	
12

13
14
15
16

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　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

ほどよいカジュアル感が魅力、プリントonチェックのブラウス

5

トな雰囲気に。

ファブリックの個性を楽しむ、シンプルなベーシックアイテム

6

おなかまわりがすっきり。膝が隠れる60㎝丈です。

7

まま楽しむデザイン。軽やかで着回し力の高い一枚。

シックなレースで大人のフェミニンを演出

8　繊細さと着心地のよさが魅力の落下板レースのスカートはシーズンを通して活躍。両

脇とウエスト部分を縫えば完成。裏スカートつきです。

軽快なジャージ素材の大人チュニック

12　ストレッチ性のある優しい着心地のジャージ素材でつくるプリントチュニック。コンパク

トにまとまるので、旅先でも重宝するアイテム。幅広い年代の方におすすめのデザインです。

大人のオンオフスタイルをカラーリネンとニットで演出

13、14　 7 種類の異なるテクスチャーの糸で編んだボーダー模様のベストに、着回し力のあるゆったりシルエットのパンツをコーディネー

トした、くつろぎのおうちスタイル。

15、16　ニュアンスのある色合いのリネンワンピースは夏まで活躍する人気アイテム。大小のカラフルなお花モチーフを編みつけたネット編

みのストールを巻けば、おでかけスタイルに。

旬カラーのレースブラウスで、今年スタイルを満喫

9、10　後ろスラッシュあきの上部を貝ボタンでとめるデザイン。明るいカラーを身につけると、気分までわくわく。コーディネート次第

で、カジュアルにもフェミニンにも着こなせるブラウスです。

11　フィレンツェのメーカー Micro 社のアクリルビーズをメインに用いたネックレス。洗練されたイタリアンカラーがおしゃれ。

■落下板レース	セミタイトスカートセット

■カラーリネン■リバティプリント・
　シェラトンジャージ

■カラーレース
¥ 6 ,696　S ～3L 対応　［表布 : ナイロン61%　綿
39%　裏地: ポリエステル100%］　つくり方説明書・
裏地付＊型紙別売 （セミタイトスカート　H ¥1,080　
700131）

¥3,888/m 　約125 ～127cm 幅
［ 麻100% ］　日本製¥3,132/m　約110 ～112cm 幅

［ 綿100% ］　日本製

¥3,240/m　 約98 ～100㎝ 幅（レー ス有 効 幅97 ～98 ）　
［ 綿100% ］　日本製

しなやかな風合いのリネンをホビーラホビーレの素材と
コーディネートしやすい2 色でご用意。ワンピースやボトムに最適です。

軽くて肌ざわりのいい綿100% の上質なジャージ素材に、
リバティプリント〈マーガレット・アニー〉を単色風に描き直した〈パトリック・ゴードン〉をプリント。

使いやすい総柄のコットンレース。トレンドカラーの2 色とベーシックなネイ
ビーをご用意しました。ブラウス、チュニックなどにおすすめです。 310047310176

310053

310024

310045310177

310054

310025 310026

310046

約 13cm約 15cm

約 20cm

8

9 10

11

12

14

15

13

ニット
k i t 16

ニット
k i t

■パトリック・ゴードン　Patrick	Gordon



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。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

おめかしキャットの街歩きを描いた、大人可愛いバッグ&ケース

1　赤を効かせたステッチにラメ糸やビーズでキラキラ感をプラス。プリティキャットがショッピングを楽しみながら街を散歩。後ろ面には帽子とバッグをワンポイント。半縫製済みです。

2、3　ペンケースやメガネケースに使いやすい縦長サイズのがま口ポーチと、ナスかんつきチェーンでバッグに取りつけることができるミニケース。それぞれ後ろ側にワンポイント入り。

手づくりお弁当派は、ランチアイテムもおしゃれな手づくりで

4　約40㎝角のクロスはプリティキャットとおしゃれ小物、ショップを周囲にステッチ。ベルトは長さを調整することができます。

5　ショップやプリティキャットを色数を抑えてラインステッチ。キャットの瞳はスパングルです。ビーズ付きのファスナーチャームで、開閉のしやすさにも工夫しました。

プリティキャットと
おでかけ
2月25日発売

おしゃれが大好きなおすましレディ

「プリティキャット」を主役にした

刺しゅうシリーズが新しく登場しました。

簡単ステッチにクラフト感をトッピングした

布小物で、ランチや休憩タイムが

もっと楽しいひとときになりそう。

 　Z ￥2,916　353247　K ￥7,776　約35 ×42 ×14㎝ 

　Z ￥4,968　353249　K ￥9,504　約30 ×43 ×15㎝ 

　H 700115　Z ￥4,990　M：2.1m （モードコレクション ヘリンボン 310108）　K ￥15,790 

　Z ￥6,988　（コットンリリー 402695：7コ　キザミボタン13㎜ 457307：6コ　IS：403002）　K ￥33,988 

プリティキャットのトートバッグ　Z ￥4,320　353201　K ￥15,120　約20 ×30 ×12㎝ 

プリティキャットのミニケース　Z ￥3,024　353203　K ￥10,800　約15.5 ×10㎝ 

プリティキャットのくちがねポーチ　Z ￥3,240　353205　K ￥11,880　約20 ×10 ×2㎝ 

1
2
3

プリティキャットのランチクロスセット　Z ￥3,024　353204　K ￥15,120　約40 ×40㎝ 

プリティキャットのボトルケース　Z ￥3,672　353202　K ￥12,960　約26 ×13 ×8㎝

＊1~5　イラスト：平野明子

4
5

1 

2

3

4

5



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。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

1　赤を効かせたステッチにラメ糸やビーズでキラキラ感をプラス。プリティキャットがショッピングを楽しみながら街を散歩。後ろ面には帽子とバッグをワンポイント。半縫製済みです。

2、3　ペンケースやメガネケースに使いやすい縦長サイズのがま口ポーチと、ナスかんつきチェーンでバッグに取りつけることができるミニケース。それぞれ後ろ側にワンポイント入り。

4　約40㎝角のクロスはプリティキャットとおしゃれ小物、ショップを周囲にステッチ。ベルトは長さを調整することができます。

5　ショップやプリティキャットを色数を抑えてラインステッチ。キャットの瞳はスパングルです。ビーズ付きのファスナーチャームで、開閉のしやすさにも工夫しました。

初夏のおでかけは、キュートな配色違いのプリントドレスで

6　ローズグレー地になじむ色調で模様を色づけ。ニュアンスのあるプリントが、すっきりシルエットをよりスタイ

リッシュな印象に。シックでおしゃれな大人服です。

7　ピンク地のグラデーション模様がチャーミング。見返し仕立ての後ろスラッシュあきで、簡単に縫い上がりま

す。手洗いできるのもうれしい。

カラフルな幾何学柄でつくる働きものバッグ

1　手さげ用、肩かけ用の2 種類の持ち手がついた大きめバッグは荷物が増えそうなときに便利。たたむこともで

きます。

2　シルバーラメの持ち手テープをつけた、キュートなプリントバッグ。片耳ボーダーを利用しています。

シルエットがきれいな上品アイテムで爽やかに

3 、4 　着こなしやすいベーシックカラーの半袖ワンピースに、方眼編みの涼しげなカーディガンをコーディネー

ト。シーンを選ばない好 感 度の高い着こなしです。

5　6 枚はぎのマーメイドスカートは、おなかまわりがすっきり見えるエレガントなシルエット。初夏におすすめの

グリーン系のプリントをセレクトして。

約 16cm 約 40cm

誕生 “モードコレクション ”
3月10日発売

ソーイングにおすすめの素材・柄をテーマにした新しいファブリックコレクション。

流行をほどよく取り入れつつ、着こなしやすさや扱いやすさにもこだわりました。

今シーズンはスラブ感のある軽やかな綿、綿麻素材をご紹介。

お手入れも簡単です。

■モードコレクション〈ヘリンボン〉 ■モードコレクション〈スクエアボーダー〉
¥2,376/m　約110 ～112cm 幅　［ 綿85%　麻15% ］　日本製 ¥2,592/m　約106 ～108cm 幅　［ 綿100% ］　日本製

軽やかな綿麻地に、モダンなヘリンボン柄をカラフルにプリント。
明るいマルチと、ベーシックで上品なブルー、グリーンの3 色。

片耳ボーダーのラフな幾何柄を綿スラブ素材にプリント。
カラフルに色づけした柄を上手に生かしたデザインがおすすめです。

310109 310112 310110310107 310111310108 310113

スクエアバッグ・L〈ミックス〉 　Z ￥2,916　353247　K ￥7,776　約35 ×42 ×14㎝ 

アローバッグ〈ピンク〉　Z ￥4,968　353249　K ￥9,504　約30 ×43 ×15㎝ 

ボックスワンピース（半袖）　H 700115　Z ￥4,990　M：2.1m （モードコレクション ヘリンボン 310108）　K ￥15,790 

リリークロッシェカーディガン　Z ￥6,988　（コットンリリー 402695：7コ　キザミボタン13㎜ 457307：6コ　IS：403002）　K ￥33,988 

1
2
3
4

ソフトマーメイドスカート（60㎝丈）　H 700121　Z ￥3,327　M：1.4m （モードコレクション ヘリンボン 310109）　K ￥14,127 

ボックスワンピース（半袖） H 700115　Z ￥5,962　M：2.3m （モードコレクション スクエアボーダー 310113）　K ￥16,762 

こどものランニングワンピース　H 700107　Z ￥3,111　100㎝サイズ：1.2m （モードコレクション スクエアボーダー 310111）　K ￥12,928

5
6
7

Mode collection

プリティキャットのランチクロスセット　Z ￥3,024　353204　K ￥15,120　約40 ×40㎝ 

プリティキャットのボトルケース　Z ￥3,672　353202　K ￥12,960　約26 ×13 ×8㎝

＊1~5　イラスト：平野明子

2

1

3
5

6

7

4

40周年記念商品
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春らんまんのリバティプリントでお部屋を明るく模様替え

2　優しい配色のリバティプリント42 種を使ったスプレッド。スクエアパッチの表布の周囲を淡いピンク色で縁どりました。お部屋がパッと華やぎます。

キットの生地は一部カット済です。

座りやすいウレタン入りのパッチワークマット

1　19 種類のリバティプリントを使ったヘキサゴンのピースをサークル

形の土台布にアップリケ。中身のウレタンは直径約35㎝のオリジナル

サイズです。

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

今シーズンのリバティプリントをふんだんに

使ったパッチワークキットのご紹介。

つくりやすいサイズのスプレッドからチェアマット、

実用的な小物まで、お好みのアイテムを選んで

針仕事をお楽しみください。

ぬくもり小物の定番、シンプルパッチの袋もの

3　ブルー、グリーン系のリバティプリント17 種でつくるバッグは持ち手をつなぐ丸カンがアクセント。両サイドの

リボンでまちのボリュームを調節します。

4　ふた部分がストリングキルトの三つ折りのソーイングケース。ケースを開くと、内側には小さなピンクッション

とポケットがついています。ピンク系のリバティプリントで。

トレンドカラーの色と柄が新鮮、バッグ形ポーチ

5　ファスナーで開閉する、カテドラルパターンのポーチ。中にはリバティプリントの内ポケットがついています。コ

スメポーチなどにお使いいただけます。

6、7、8　リュクスボタンとエッフェル塔の刺しゅうワッペン、パールビーズ、リボンなどを組み合わせた、ちょっ

とリッチなバッグチャームです

2月25日発売

大好きな
リバティプリントでハンドメイド
〜春色パッチワーク〜

チェアマット　Z ￥5,184　353196　K ￥22,680　直径約35㎝、厚み約3㎝ 

パッチワークスプレッド　Z ￥30,240　353195　K ￥172,800　約132 ×92㎝ 

パッチワークバッグ　Z ￥6,480　353197　K ￥25,920　約26 ×48 ×12㎝ 

ソーイングケース　Z ￥4,104　353198　K ￥19,440　約14 ×18㎝ 

1
2
3
4

カテドラルのポケットポーチ　Z 各￥3,672　〈ピンク〉353199　〈イエロー〉353200　K 各￥19,440　約12 ×18 ×6㎝ 

フラワーバッグチャーム　Z ￥2,592　459113　K ￥6,480

リュクスボタン・フラワーアソートⅡ　各￥1,512　〈ピンク〉459059　〈ベージュ〉459060　中国製 

刺しゅうワッペン・パリ（エッフェル塔）　￥972　459061　約37㎜､ 3 枚入 

5
6
7
8

　Z ￥3,240　353218　K ￥21,600　約47 ×47㎝ 

　Z ￥5,616　353220　K ￥23,760　約29 ×37㎝ 

　Z ￥3,888　353221　K ￥17,820　約9 ×23 ×10㎝ 

1

3

4

6

5

2

7

8
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春らんまんのリバティプリントでお部屋を明るく模様替え

2

キットの生地は一部カット済です。

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　K＝完成品価格

5　

スメポーチなどにお使いいただけます。

6、7、8

とリッチなバッグチャームです

カテドラルのポケットポーチ　Z 各￥3,672　〈ピンク〉353199　〈イエロー〉353200　K 各￥19,440　約12 ×18 ×6㎝ 

フラワーバッグチャーム　Z ￥2,592　459113　K ￥6,480

リュクスボタン・フラワーアソートⅡ　各￥1,512　〈ピンク〉459059　〈ベージュ〉459060　中国製 

刺しゅうワッペン・パリ（エッフェル塔）　￥972　459061　約37㎜､ 3 枚入 

ステッチクロス〈ティーコレクション〉　Z ￥3,240　353218　K ￥21,600　約47 ×47㎝ 

コラージュフレーム〈ティーパーティー〉　Z ￥5,616　353220　K ￥23,760　約29 ×37㎝ 

バスケット〈ティーコレクション〉　Z ￥3,888　353221　K ￥17,820　約9 ×23 ×10㎝ 

1
2
3

コースター〈ティーコレクション〉　Z ￥3,456　353222　K ￥15,120　約11 ×11㎝ 6 枚セット

アップリケタペストリー〈ティーパーティー〉　Z ￥7,020　353219　K ￥30,240　約66 ×49㎝

＊1〜5　イラスト：がなはようこ

4
5

お好みのカップ&ソーサーのコースターとバスケットでお茶を ティーパーティーのテーブルを描いたタペストリー

アフタヌーンティーの情景を可愛くアップリケ&ステッチ

3　側面にティーポット、カップ & ソーサー、かわいい紅茶缶を並べたオーバル形のバスケット。内側に仕切り

がついていて、ティーバッグやカトラリーなど入れることができます。

4　6 枚のコースターに、いろいろなリバティプリントでティーポットとカップ & ソーサーをアップリケ。パイピング

もリバティプリントで愛らしく。

5　テーブルは、お客さまの到着を待つばかりに準備万端。リバティプリントでコーディネートしたアップリケが素

敵です。

1　約47㎝角のクロスに小花模様のティーポットやカップ & ソーサーが並んだシェルフをカラフルにステッチ。ラインステッチが主役のクロスです。

2　ケーキスタンドとカップ & ソーサー、焼きたてのパイが並んだテーブルは、紅茶の香りが漂ってきそう。優しい色合いのオーガンジーでアップリケを。

3月10日発売

大好きな
リバティプリントでハンドメイド
〜ティーパーティーへ
　　　　　　ようこそ〜

3
5

4

1

2

ティーパーティーをテーマにした針仕事。

がなはようこさんが描いたイラストをもとに

英国風の優雅なお茶の情景を、アップリケとステッチで楽しく描きます。
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かぎ針編みとリバティプリントで、親子ペアをさり気なく演出

1、2　ママのチュニックはフレンチスリーブの身頃にリバティプリント〈スイム・ダンクレア〉。おんなの子はフリルスリーブの身頃に〈スモール・スザンナ〉。ニットの編み地とプリントの色合わせを楽しんでコーディネートを。

3、4　和紙を原料にしたラフィスグランでざっくり編み上げるペアハットはフォルムがしっかり。ブリムの端にクラフトコードを入れるので、ブリムの形づけも簡単です。折りたたんでバッグに入れられます。

3月10日発売

大好きな
リバティプリントでハンドメイド
～春のお気に入りスタイル～

リバティプリント・タナローンを使ったこの季節おすすめウエアと

ニット小物をご紹介。チュニックやバリエーション豊富なブラウスなど、

きっとお好きな柄とデザインが見つかります。



12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

透明感のあるプリントが映える、ふんわりブラウス

5　衿もとにギャザーが入ったドルマンスリーブのブラウス。アイボリー地のリバティプリント

〈メモリーズ・オブ・レイン〉が、清楚な雰囲気。

オーソドックスな小花柄がお似合い、清楚なフェミニンブラウス

11　リバティプリントらしい柄〈エミリアス・フラワーズ〉の愛らしさがマッチした、リボンカ

ラーのブラウス。腰が隠れる丈なので、すっきりとした着こなしができます。

キーカラーのブラウスで、初夏の装いをセンスアップ

6　今年のトレンドカラーで色づけした人気のリバティプリント・カンバセーション柄〈ヨシエ〉をドルマンブラウスに。どんなボトムスに

もマッチするカジュアル感覚の一枚です。

7　ピンク、グリーン、キスカ、ホワイト4色のコットンパールでつくるネックレス。コードに通したビーズの前後をひと結びしながら仕

上げます。

8　リバティプリントのひまわり柄〈スモール・スザンナ〉でつくる七分袖のブラウス。注目のイエロー系濃淡のカラーリングがおしゃれ。

色と柄の魅力で外出も楽しくなりそう。

スタイリッシュなアイテムを大胆なフラワープリントで

9　繊細な花の描写が特徴の〈スイム・ダンクレア〉を、明るくクリアなカラーリングで。シンプルなチュニックが洗練された印象に仕上

がります。

10　紺と白に色づけした〈スイム・ダンクレア〉はすっきりとした雰囲気。ジャケットや羽織りものの下にも合わせやすいので、夏まで活

躍するデザインです。

クロッシェフレンチチュニック（ロング丈） Z ￥6,718　（クロッシュコットン 402057：4コ　リバティプリント 310084：1.4m IS：403003）　K ￥32,638K
クロッシェフリルワンピースkids Z ￥2,657　100㎝サイズ（クロッシュコットン 20406：2コ　リバティプリント 310090：0.4m
IS：403004）　K ￥19,937K
グランハットLadies’ Z ￥3,543　（ラフィスグラン 402092：3コ　クラフトコード丸1.3㎜ 500959：1コ　IS：403006）　K ￥14,343K
グランハットKids Z ￥2,679　（ラフィスグラン 402091：2コ　クラフトコード丸1.3㎜ 500959：1コ IS：403006）　K ￥11,319K
ドルマンシャツカラーブラウスドド H 700133 Z ￥7,776　M：2.4m （リバティプリント・タナローン 310059） K￥20,175

1
2

3
4
5

ドルマンブラウス（半袖）ドド H 700125 Z ￥4,860　M：1.5m （リバティプリント・タナローン 310064）　K￥14,678
コットンパール・カラーフロートネックレス Z ￥2,052　459116 K ￥3,996K
タックブラウス（七分袖） H 700117 Z ￥6,156　M：1.9m （リバティプリント・タナローン 310088）　K￥17,054
ボートネックチュニック（七分袖） H 700104 Z ￥6,156　M：1.9m （リバティプリント・タナローン310080）　K￥17,054
タックフレンチチュニック H 700122 Z ￥5,832　M：1.8m （リバティプリント・タナローン310082）　K￥16,730
リボンヨークチュニック（七分袖）ボボ H 700111 Z ￥6,156　M：1.9m （リバティプリント・タナローン 310056）　K￥19,116

6
7
8
9
10
11



13 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　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

バイアステープやリボンでつくるかんたんアクセサリー

12　ピンク系の〈 ポピー & デイジー〉、ブルー系の〈 スモール・スザンナ 〉を使ったロングネックレス。中に入れる玉が軽いので、長さ

のわりに軽い仕上がりです。

13　リバティプリントバイアステープを縫い縮めたポンポンをゴムにとめつけてつくるヘアゴム。イエロー系の〈 スモール・スザンナ 〉柄

を使って。

14、15　別売りのフラワーリリヤンボビンを使ってつくるお花のブローチ。2 種類のリボンのほか、花心用のボタンがセットされています。

上品なペプラムトップスとワンピースを小花柄で

17　ブルー系の色づけをしたリバティプリント〈 ガーデン 〉柄のブラウス。デザインポイントの裾のペプラムは、パンツとのコーディネー

トがおしゃれ。

18　ブルー系のガラスビーズに小さなシルバービーズを添わせ、オーガンジーリボンで結びつけてつくります。

19　裾のフリルが可愛いフレンチスリーブのワンピース。明るい色づけの小花柄リバティプリント〈 ポピー & デイジー〉が、この定番デ

ザインにぴったり。

きれい色のブラウスとアクセサリーで涼しげな春の装い

20　春色シャンブレーの七分袖のシンプルブラウス。上質なリネンがシルエットをきれいに

形づくるので、カジュアルにもおでかけにも重宝するアイテムです。

21　クールなブルー系のドロップビーズでつくるネックレス。チェーンに三角カンをつける

だけなので、カンタンにつくれます。

約 20cm

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

軽くて肌ざわりのいいシルクコットン素材に、人気柄〈カペル〉をプリント。
透け感をほどよく抑えた濃いめの3 配色でご紹介です。

310106310104 310105

コーディネートしやすい単色プリントのスカート

16　しなやかな着心地のシンプルスカート。家庭で手洗いができるので、汗ばむ季節でも

気軽にシルクの素材感を楽しめるのが魅力。膝が隠れる65cm 丈の裏地つきです。

■リネンシャンブレー
¥3,456/m　約144 ～147cm 幅　［ 麻100% ］

ほどよい厚みとはりのある幅広のリネン素材。
春夏ウエアおすすめの魅力的なブライトカラーとベーシックなブルーをご用意しました。

310051 310052310050310049

ラッピングネックレス・ライトⅡ　Z 各￥2,160　（ポピー &デイジー）459117　（スモール・スザンナ）459118　K 各￥4,860 

ポンポンヘアゴム（スモール・スザンナ）　Z ￥918　459129　K ￥2,862 

フラワーリリヤンボビンブローチⅣ〈ブルー〉　Z ￥3,456　458947　K ￥5,940　約7㎝　＊フラワーリリヤンボビン別売

フラワーリリヤンボビン　￥3,024　457293　大：約7.5㎝　小：約4.5㎝　チェコ共和国製　＊編み棒・とじ針付　＊発売中

イージースカート裏地付（65㎝丈）　Z ￥5,832　1.5m （リバティプリント・シルクコットンローン 310104）　￥17,496 

12
13
14
15　
16

ランニングブラウスペプラム　H 700106　Z ￥4,536　M：1.4m （リバティプリント・タナローン 310093）　￥15,434 

ガラスビーズボーダーネックレス〈ブルー〉　Z ￥2,700　459114　K ￥7,020 

こどものフレンチワンピース（裾フリル）　H 700123　Z ￥3,240　100㎝サイズ：1.0m （リバティプリント 310077）　￥14,138 

ボートネックブラウス（七分袖）　H 700117　Z ￥4,148　M：1.2m （リネンシャンブレー 310050）　￥15,045 

ドロップビーズネックレス〈ブルー〉　Z ￥2,052　459115　K ￥4,860　約42㎝ 

17
18
19
20
21

12

13

14 16

17

19

18

18

20

21

（83％縮小）

（80％縮小）

（83％縮小）

■カペル　Capel

21

15



14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　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

きれい色のブラウスとアクセサリーで涼しげな春の装い

20

形づくるので、カジュアルにもおでかけにも重宝するアイテムです。

21

だけなので、カンタンにつくれます。

¥3,888/m　約106 ～108cm 幅　［ 綿65% シルク35% ］　日本製

16

¥3,456/m　約144 ～147cm 幅　［ 麻100% ］

ほどよい厚みとはりのある幅広のリネン素材。
春夏ウエアおすすめの魅力的なブライトカラーとベーシックなブルーをご用意しました。

ランニングブラウスペプラム　H 700106　Z ￥4,536　M：1.4m （リバティプリント・タナローン 310093）　￥15,434 

ガラスビーズボーダーネックレス〈ブルー〉　Z ￥2,700　459114　K ￥7,020 

こどものフレンチワンピース（裾フリル）　H 700123　Z ￥3,240　100㎝サイズ：1.0m （リバティプリント 310077）　￥14,138 

ボートネックブラウス（七分袖）　H 700117　Z ￥4,148　M：1.2m （リネンシャンブレー 310050）　￥15,045 

ドロップビーズネックレス〈ブルー〉　Z ￥2,052　459115　K ￥4,860　約42㎝ 

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

予約受付中発売／4月 日（金）10
　 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

予約受付中発売／3月 日（火）10
　 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

310067

310070

310085

310080

310073

310083

310091310056

310059

310144 310140

310149

310167

310169

310153

310077

310157

310063 310065

310134

310068

310071

310086

310081

310074

310089310088

310084

310092310057

310060 310061

310147 310141

310150

310154

310142

310151

310155

310078 310079

310158

310064 310066

310135 310136 310137

310069

310072

310087

310082

310075

310090

310093

■エミリアス・フラワーズ　Emilia’s Flowers

■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。

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・ガーデンの
アレンジ柄。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、柄サイズを縮小。
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。

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たモチーフに、リバティプリントの人気柄が入り込んだ
楽しいカンバセーショナル柄。リバティ百貨店のバッグ売り場のためにつくられました。

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。

インドの細密画からヒントを得たデザインで、薄い色で二度染めをしたような仕上がりが
魅力です。朝、昼、夜の森をイメージした色づけをしました。

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。
柄サイズを65%に縮小し、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、80%に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8cm

約8cm

約8cm

約8cm

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

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

予約受付中発売／3月 日（金）20

310117 310118310116

■ティンク　Tink（75％縮小）

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。

約20cm

459068

459073

459087

459082 459083

459088 459084 459085 459086

459074 459075 459076 459077 459079459078

459069 459070 459071 459072

リバティプリントのご紹介 2015年の春のタナローンは、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。



季節の刺し子Thanks
Mom!

母の日のカーネーション、縁起ものでもある富士山、いぬやパンなど、

イラスト感覚でステッチを楽しむモチーフが揃いました。

「母の日」のための簡単ハンドメイド。

ステッチ、手編みなど、

お好きなテクニックからお選びください。

1

3

2

4

カーネーション Z ￥864　459006 K ￥8,424　（使用糸：a,d）K
富士山　Z ￥1,080　459005 K ￥8,640　（使用糸：a,e,f）K
こいぬのともだち Z ￥648　458302 K ￥6,912　（使用糸：a）K
ベーカリー Z ￥864　458303 K ￥7,128　（使用糸：b,c）K
刺し子糸　各 ￥216
刺し子針　￥141　502320　（針長短5本、糸通し入）
＊1：3/10発売　2：2/25発売　3、4：発売中

1
2
3
4
5
6

3月10日発売

1　オーガンジーのきらめきをプラスしたリバティプリントのカーネーションを5本セットで。

2、3　フレームにはリース、ミラーにはミニバラをクロスステッチ。ミラーは布袋つきです。

4、5　編みくるんだケースにお花をトッピング。M・Sサイズ2個セットです。

お母さんへのギフトは手づくりで

ピンクカーネーション Z ￥1,944　353223 K ￥6,264　直径約5×長さ約38㎝K
クロスステッチのミニフレーム〈ローズ〉 Z ￥2,808　353224 K ￥12,960　約13×13㎝K
クロスステッチのダブルミラー〈ローズ〉 Z ￥3,240　353225 K ￥9,720　直径約6㎝ 　袋11.5×9㎝K
マカロンチャーム・プチローズ Z ￥2,700　403017 K ￥10,260　Mサイズ直径約5㎝　Sサイズ直径約4㎝K
マカロンチャーム・ヴィオラ Z￥2,700　403018 K ￥10,260　Mサイズ直径約5㎝　Sサイズ直径約4㎝K

1
2
3
4
5

ニット
k i t

ニット
k i t

452073 452081

452080

452075

454795

458065

【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

【関西】

グランフロント大阪店　06-6359-4201　

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

【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
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次回『MONTHLY PRESS 3月号 vol.51』は3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（火）からになります。月2 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２０１5年1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

＊２０１5年 1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

♦名鉄ホビーラホビーレ
　売場移動のご案内

♦40周年記念企画 手づくりをはじめよう
　〈スターターキットレッスン〉第一弾！

♦「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】

名鉄ホビーラホビーレはメンズ館6階
から本館8階仮売場に移動いたしま
した。仮売場での営業で皆様にはご
不便をおかけいたします。3月末（予
定）には装いもあらたにリニューアル
オープンいたします。どうぞお楽しみ
に！スタッフ一同、皆様のご来店をお
待ちしております。

▲エンブロイダリーケース〈いちご〉 ▲コットンパールマルチカラーネックレス
　（2月25日発売）

毎月発売するスターターキットを使った店内レッスンを開催中。
レッスン参加ごとにスタンプを集めると、素敵な特典やプレゼント
がございます。ぜひこの機会に手づくりをはじめてみませんか。日
程・詳細は各ショップまで。

誕生10周年を迎えたドール〈ニーナ〉のドレスデザイン画を募集してい
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とさせていただきます。

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。また、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」も行っ
ております。レッスン日
程は各ショップまで。（参
加費￥540・材料別売）

＊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。

店頭にて「通園通学カタロ
グ」無料配布中！数に限り
がございますので、お早め
にどうぞ。

♦予告！「ニーナファッションコンテスト」
　3月1日（日）から募集開始

ドール〈ニーナ〉▶

ドール〈ニーナ〉のためのお洋服を自由なアイデ
アで手づくりして、コーディネートしていただくコ
ンテストです。応募用紙配布は2月25日（水）
頃の予定です。こちらもどうぞお楽しみに。
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