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「今、手づくり宣言！」 2015年3月、
ホビーラホビーレは40周年を迎えました。

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。

　オールシーズンの手編み糸としてロングセラーを続

ける〈ウールシェイプ〉が誕生。

♦1987年春　イラストをプリントした布地に刺しゅうするキット
〈モチーフクロス・ハーブコレクション〉を発売。→写真⑥ コッ

トンヤーンとして今も人気の〈クロッシュコットン〉を50g玉で販

売開始。

♦1988年秋　「赤毛のアン」のモチーフクロスやパッチワークキッ
トなどをシリーズで発売。→写真⑦

♦1990年12月 　新たなコーディネートファブリックとしてコット
ンサテン素材の〈バンマリーコレクション〉、翌1991年2月には軽

やかな先染めチェックコレクション〈ジャレットチェックコレクショ

ン〉を発売。

♦1991年7月1日　社名をブランド名と同じ「株式会社ホビーラ
ホビーレ」に変更。

♦1991年秋　クラフトタッチの新感覚ニットキット〈パッチワーク
ニット〉を発売。→写真⑧

♦1993年9月　カンタンでおしゃれなソーイングブック「あなたに
やさしい服」（文化出版局刊）出版。→写真⑨

♦1994年2月　英国リバティ社とコラボレーションした〈ホビー
ラホビーレ・リバティプリント〉を発売。以降、現在に至るまで新

たなコレクションを発売し続けている。→写真⑩（⑩はリバティプ

リント使用のキット）

♦1994年8月　オリジナル手編み糸を使った初のニット本「かわ
いいロールアップセーター」（日本ヴォーグ社刊）出版。

♦1995年4月　女の子のためのソーイングブック「女の子の毎日
の服」（文化出版局刊）出版。

1995年までに、香林坊大和店、京都髙島屋店、大和富山店、

大阪髙島屋店、伊勢丹相模原店、池袋東武店、日本橋髙島屋

店、梅田阪急店などがオープン。

新ファブリックコレクションやモチーフクロス、ニットキットなどオリジナル商品の幅が広がり、
また全国各地へショップを拡大した期間でした。

ホビーラホビーレは、1974年に三菱鉛筆株式会社の余暇活用を目指す事業として始まりました。週休2日制が始まり、余暇を上手に過ごすためのホビー業態開発でした。

1975年3月に株式会社ダイヤクラフトを設立、4月には旗艦店としてギンザコアビルにショップをオープン。このホビーラホビーレというネーミングは、ホビーを楽しむ紳士淑

女という意味を込めた造語です。どんな方にでも楽しんでいただきたいクラフトショップとしての姿勢を表す言葉として今でも大切なブランド名となっています。

♦1975年3月1日　株式会社ダイヤクラフト設立。親会社である三
菱鉛筆からとった、三菱のダイヤとクラフトをプラスさせた会社の名前。

♦1975年4月10日　日本初のホビークラフト専門店、「ホビーラ
ホビーレギンザ店」をオープン。世界中のホビー商品をセレクトし

た、真っ赤なおもちゃ箱のような印象的なショップだった。→写真①

♦1975年5月　商品情報を盛り込んだ情報誌「HOBBYRA HOBBYRE 
News」１号発行。→写真②

♦1975年12月　卓上タイプの小型手織り機「カランコ」を開発し発
売。改良を重ね、現在も販売されているロングセラー商品。→写真③

♦1976年6月　青山ベルコモンズに手織り専門店「カランコ」オー
プン。

♦1980年春　ベビーコレクションキット〈ロタとトムテム〉シリーズ
を発売。親切設計のキットスタイルの基礎となる。「刺しゅうを楽し

む本」（日本ヴォーグ社刊）出版。

♦1981年9月　ハンドメイドのための初めてのコーディネートファ
ブリック〈Col lect ion by Kanae〉発売。→写真④　コットン手編

み糸も色を揃えて発売し、布と糸をトータルにコーディネ－トする先

駆けに。→写真⑤

♦1982年5月　オリジナルファブリック〈ブライトコレクション〉とし
て、プリント・チェックのシリーズ発売。

♦1984年2月　現在も続く無地のファブリックコレクション〈カラー
コレクション〉を発売。

♦1985年8月　青山ベルコモンズ店を「プライバタイム」にリニュー
アル。工房を思わせる店内、週末のプライベートタイムを楽しむと

いうコンセプトのショップへ。

♦1985年9月　ベビーのための手編み糸、〈ベビーウール〉発売。

1985年までに仙台店、福岡岩田屋店、広島そごう店、横浜髙島

屋店、浦和伊勢丹店、大分トキハ店、玉川店、ヒルトンプラザ店、

静岡伊勢丹店、港南台髙島屋店、新潟伊勢丹店、千葉そごう店、

横浜そごう店、阿倍野近鉄店など続々オープン。

創業から10年間は、「HOBBYRA HOBBYRE」ブランドの構築とショップの
全国展開がはじまった期間でした。

ホビーラホビーレ
40年のあゆみ
1975～1985 1986 ～1995

①

③

⑥

⑧

⑨

②
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3色それぞれの変化がおしゃれ、使い方いろいろお花モチーフ

2種類のお花モチーフが編めるセット。糸のほかに、かぎ針、とじ針がついているので、初心者にもお

すすめ。シュシュ、ブローチなど、仕上げはお好みで。

＊ホビーラホビーレ各店でレッスンを行ないます。日程や詳細は各店にお問い合わせください。

マーブルフローラルセット Z 各￥1,728　A：403021　B：403022　C：403023 K 各￥6,048　＊6／0号かぎ針・とじ針付K

すぐにはじめられる〈スターターキット〉を毎月発売。

〈スターターキットレッスン〉第一弾開催中！

40周年記念
ショッピングバッグできました！

手づくりをはじめよう
手づくりをはじめよう40周年記念企画 40周年記念企画

3/20
発売

♦2006年2月　伊勢丹新宿店に〈贅沢の創造〉という名前の新ブラ
ンドショップ「クレアシオン ドゥ リュクス」をオープン。

♦2006年9月　”かわいいをつくろう”がテーマの新ショップ「マルグ
リット」1号店がオープン。

♦2007年3月　モデルでハグオーワー・デザイナーの雅姫さんとリバ
ティプリントのビスポーク（描き起こし）デザイン生地を開発。

♦2008年4月　お仕立て専門ショップとして、日本橋三越本店に「ク
チュリエール」オープン。

♦2008年4月　モードな視点でハンドメイドを提案する、女優りょう
さんとのコラボレーションが始まる。「RYO's 1st DRAWER りょうが作

る、モードな手仕事」（文化出版局刊）など、2012年までに４冊の

本を出版。

♦2010年8月　「世界を旅するステッチシリーズ」の先駆けとなる、
〈パリマップのステッチクロス〉を発売。→写真⑯

♦2011年1月　月刊情報誌「マンスリープレス」の発行開始。
♦2011年2月　操作が簡単でシンプルなデザインのホビーラホビーレ
オリジナルミシン発売。→写真⑰　その後、ロックミシン、コンピュー

ターミシンを発売。

♦2012年9月　かわいいお花のモチーフを簡単につくることができる「フ
ラワーリリヤンボビン」を発売。→写真⑱　翌年にはミニサイズも登場。

♦2013年3月　人気クリエーターとホビーラホビーレのアイデアを満載
した手編み作品集「ラフィスパラダイス」を出版。→写真⑲　同年9月

「カラフルに編むブランケット＆ショール＆こもの」、2014年3月「着

心地のいいサマーニット」が出版された。（すべて文化出版局刊）

♦2013年6月　ホビーラホビーレ初の路面店が自由が丘に誕生。さ
らに2014年7月に二子玉川店、12月に銀座店が路面店としてオープ

ンした。→写真⑳（⑳は二子玉川店）

♦2014年8月　サンリオ「ハローキティ」と初コラボレーションした
キュートなアイテムを発売し、話題に。

♦2015年3月1日　ホビーラホビーレ40周年を迎える。

2014年までに松坂屋名古屋本店、名鉄店、京王新宿店、日本橋三

越本店、マルグリット西宮ガーデンズ店、たまプラーザ店、西武池袋

本店、アトレ吉祥寺店、柏店、船橋東武店、JR博多シティ店、グラン

フロント大阪店、横浜ロフト店、そごう大宮店、小田急町田店、近鉄

あべのハルカス店、天満屋岡山店などがオープン。

さまざまな分野のクリエーターや企業とのコラボレーションによる商品が続々登場。
また新業態店舗を開発するなど、魅力的なショップが誕生しています。

♦1996年春　〈テディベア・ファミリーキット〉を２ヶ月毎の頒布
会スタイルで発売。→写真⑪

♦1997年春　ブライダルのためのキット〈ブライダルベア〉シリー
ズが始まる。

♦1999年春　クラフト要素のあるTシャツ製品〈クラフトTシャツ
コレクション〉を発売。また、多色プリントとクロスステッチで刺しゅ

うを楽しむキット〈ハーブガーデンシリーズ〉を発売。→写真⑫

♦2000年春　南仏・プロヴァンスのソレイアード社とコラボレー
ションした〈ソレイアード・コレクション〉発売。→写真⑬

♦2000年夏　ガラスビーズや天然石のビーズの取り扱いを始める。
→写真⑭

♦2004年秋　ロービングタイプの手編み糸〈ロービングキッス〉発売。
♦2005年1月　季刊誌「ラプーラ」創刊。年４回の商品情報と
ともに、季節の手づくり情報も提供する冊子として発売。

♦2005年2月　 手づくりドー ルキット〈ドー ルNANA〉誕生。　
2006年には、〈Nina〉（ニーナ）に。「ニーナの着せかえブック」

（主婦の友社刊）発売。その後、〈Anna〉（アンナ）、〈Emma〉

（エマ）、〈Louis〉（ルイ）と仲間が増えている。→写真⑮

♦2005年3月　ボタンやリボンなどアクセサリーパーツを使った
小物の本、「シンプルでキュートな小もの」（雄鶏社刊）を出版。

新しいパーツカテゴリーを充実させた。

♦2005年5月　英国王室御用達ブランドSandearson社（サン
ダーソン）とのコラボレーションファブリック発売。

♦2005年5月　女の子のためのソーイングブック「おんなのこの
服、てづくりの服」（文化出版局刊）を月居良子＋HHとして出版。

2005年までに、盛岡川徳店、星が丘三越店、ジェイアール名古

屋タカシマヤ店、福屋広島駅前店、伊勢丹立川店などがオープン。

カントリーやベアのブームにともなったキットが拡充。海外メーカーとのコラボレーションファブリックや、
アクセサリーパーツなど新ジャンルの商品も登場しました。

毎月発売するスターターキットを使った店内レッ
スンを各店にて開催中です。専用のレッスンカー
ド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・詳細は各店まで。
（一部行っていない店舗がございます。）

3月10日（火）より、お買い上げいただいたお品物を、
40周年記念ショッピングバッグに入れてお渡しいたします。
＊数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。
＊一部行っていない店舗がございます。

＊「ホビーラホビーレのあゆみ」内でご紹介の商品の中には、現在お取扱いのない商品がございます。また、店舗につきま
しても、すでに営業を終了している店舗がございます。最新のショップリストは最終ページをご覧ください。

2006 ～20151996 ～2005

⑪

⑯

⑳

⑲

▲今年10周年を迎えたニーナと仲間たち。現在発売中。

発売中

発売中

エンブロイダリーケース〈いちご〉
ステッチの基礎をマスターしたい方におすすめ！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。

Ｚ￥4,104　353170 Ｋ￥16,200　約16×16cmサイズ
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
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。工具のやっとこがセットされています。

Ｚ￥3,888　459111

1

2 ▲広げるとポケットがたくさん

＊内容・デザインは
変更する場合がご
ざいます。 ▲ソーイングボックス ▲かぎ針セット

レッスン12回
ご参加の方に
豪華プレゼント！
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甘さ控えめな大人の花柄で洗練スタイル

5、6　シンプルなノースリーブワンピースは、華やかな集まりにもおすすめ。パールビーズと2 色のガラスビーズ

にコードを巻きつけながらつくる表情のあるネックレスを合わせて上品に。

7 紺地にエクルとブルーの花模様が華やかな印象のタックスカート。すっきりしたシルエットながら、着心地のよ

さにもこだわった人気アイテムです。

青葉の季節に持ちたい、
おしゃれ色のタックきんちゃくバッグ

1　たっぷり収納できるきんちゃく形のバッグは、無地

の中袋つきで実用的なデザイン。直線縫いだけで縫い

上がります。

多彩なボーダー柄で軽やかフェミニン

2　センターに2 本のタックを入れたシンプルなデザイン。トレンドカラーのイエロー地は、グラデーションの小花

が優しい印象。

3　コットンパールとガラスビーズでつくる軽やかなロングタイプ。1 本のネックレスで首もとが大人スタイルに変

わります。

4　ベーシックな紺地は、華やかでありながら落ち着いた雰囲気。ソフトな素材感と柄を生かし、様々なシーン

で重宝するギャザースカートに。

約 40cm 約 20cm

春の装いは
モードコレクションで

3月20日発売

ソーイング向けのファブリックをご提案するモードコレクション。

春のおすすめは、厚みの異なるコットン素材に花柄をプリントした2柄。

シックにも、フェミニンにも印象を変える多彩な魅力を

シンプルなアイテムでご紹介します。

■モードコレクション フラワーボーダー ■モードコレクション フラワー
¥2,376/m　約110 ～112cm 幅　[ 綿100%]　日本製 ¥2,592/m　約106 ～108cm 幅　[ 綿100%]　日本製

スラブ感のあるソフトな薄手コットン素材に、愛らしい小花のボーダー柄をプリント。
明るい色とベーシックな濃色地をご用意しました。

程よい厚さのコットン素材に、淡く色づけしたラフなタッチの大小の花を全面に散らしました。
ベーシックな2 色とトレンドのグリーンをご用意。

310124 310125 310121310122 310119310123 310120

タックきんちゃくバッグ〈グリーン〉　Z ￥3,111　353252　K ￥7,971　約31 ×36 ×12㎝

タックフレンチブラウス　H ￥1,080　700122　Z ￥3,802　M（モードコレクション・フラワーボーダー 1.6m）　K ￥14,699

コットンパールハーフネックレス〈グレー〉　Z ￥3,240　459120　K ￥6,480　約74㎝

イージースカート（65㎝）　 900575　Z ￥3,802　M（モードコレクション・フラワーボーダー 1.6m）　K ￥12,442

1
2
3
4

ノースリーブワンピース　H ￥1,080　700139　Z ￥5,444　M（モードコレクション・フラワー 2.1m）　K ￥17,324

リールビーズネックレス〈ベージュ〉　Z ￥2,916　459119　K ￥7,452　約95㎝

タックスカート（65㎝丈）　H ￥1,080　700126　Z ￥4,407　M（モードコレクション・フラワー 1.7m）　K ￥15,207

5
6
7

～3L 対応　レース生地［ ポリエステル

　H ¥1,080　700105)

　H ¥1,080　700131)

　Z ￥8,640　310180　K ￥19,440

　Z ￥8,640　310179　K ￥19,440　

　Z ￥6,480　310181　K ￥16,200

　H ￥1,080　700106　Z ￥5,876　M（ローンレース〈スクエア〉 1.7m）　K ￥16,773

Mode collection

1 

2 

4

5

7

6

3

40周年記念商品
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5、6

にコードを巻きつけながらつくる表情のあるネックレスを合わせて上品に。

7

さにもこだわった人気アイテムです。

青葉の季節に持ちたい、

1

上がります。

ノースリーブワンピース　H ￥1,080　700139　Z ￥5,444　M（モードコレクション・フラワー 2.1m）　K ￥17,324

リールビーズネックレス〈ベージュ〉　Z ￥2,916　459119　K ￥7,452　約95㎝

タックスカート（65㎝丈）　H ￥1,080　700126　Z ￥4,407　M（モードコレクション・フラワー 1.7m）　K ￥15,207

クチュール感が魅力の人気アイテムをソーイングキットで

1　前身頃にケミカルレース、後ろ身頃に無地布を使ったデザイン。カジュアルからセミフォーマルまで、様々な着こなしに活躍。必要

な分量の生地が入ったセットをご用意しました。

2　前スカートにケミカルレース、後ろスカートにはストレッチの無地素材。縫いやすさと着心地にこだわって、レース素材を上手に生

かしたデザインです。

■ケミカルレース・ブラウスセット

■ケミカルレース・セミタイトスカートセット

¥8,640　S 〜3L 対応　レース生地［ ポリエステル
100%］・無地［綿100%］　つくり方説明書付　＊型
紙別売 (ノースリーブブラウス　H ¥1,080　700105)

¥8,640　S 〜3L 対応　レース生地［ ポリエステル
100% ］・無地［ 綿97%  ポリウレタン3% ］　裏地・
2.5cm 幅ゴムベルト・つくり方説明書付　＊型紙別
売 ( セミタイトスカート　H ¥1,080　700131)

〈前スカート地〉 〈後ろスカート地〉

約 22cm

約 20cm

約 22cm

ソーイング初心者にもおすすめ、ギャザースカートキット

3　ドット模様が織り込まれた素材のスカートは、無地感覚で着こなせる着回し力の高い

アイテム。生地とゴムベルト、つくり方説明書がセットされています。

■ジャカード・ドット・スカートキット　
¥6,480　S 〜3L 対応　[ ポリエステル36% トリアセテート33% 
レーヨン29% ポリウレタン1% ナイロン1%]　つくり方説明書付

シーズンカラーのボーラーレースでつくるウエアと小物

4　トレンドカラーのイエロー地にオフ白の糸で刺しゅうしたボーラーレースは、初夏にぴったりの人気

ファブリック。1 枚でさらりと着こなせるシンプルなブラウスで。

5、6　フラワー形の口金がポイントのキュートなポーチ。鮮やかなカラーのローンレースにビーズをトッ

ピング。ギフトにもおすすめです。

■ローンレース〈スクエア〉
¥3,456/m　 約110 〜112㎝ (レ ー ス有 効 幅98 〜100㎝ )　
[ 綿100%]　日本製

綿ローンにスクエア柄の刺しゅうを施したボーラーレース。
春先から夏まで活躍する明るい色合いとベーシックな紺地をご用意しました。 310126 310129310127 310170

注目のブライトカラープリントをホルターネックブラウスで

7　ほどよい落ち感が魅力のジャージー素材の着心地のいいブラウスは、バカンスやリゾー

トでも活躍。軽くてシワになりにくく、お手入れも簡単です。

■リバティプリント・
　シェラトンジャージ
￥3,132/m　約110 〜112㎝幅　

［ 綿100% ］　日本製

水彩画風タッチのモダンな花柄〈ティンク〉。75% に縮小した柄を、伸縮性があって縫いやすい
綿ジャージーにプリント。コーディネートの主役におすすめです。

310116 310117 310118

約 20cm

ケミカルレース・ブラウス　Z ￥8,640　310180　K ￥19,440

ケミカルレース・セミタイトスカート　Z ￥8,640　310179　K ￥19,440　

ジャカード・ドット・スカート　Z ￥6,480　310181　K ￥16,200

ランニングブラウスペプラム　H ￥1,080　700106　Z ￥5,876　M（ローンレース〈スクエア〉 1.7m）　K ￥16,773

1
2
3
4

フラワー口金ポーチ　Z 各￥2,808　〈イエロー〉459121　〈ブルー〉459122　K 各￥7,668　

フラワー口金（12㎝）　￥1,728　〈ホワイト〉459066　〈ブルー〉459067　約12㎝

ホルターネックブラウス（ボタンあき）　H ￥1,080　700094　Z ￥4,385　M（リバティプリント・シェラトンジャージ 1.4m）　K ￥15,250

5
6
7

季節のソーイング＆アクセサリー 3月20日発売

爽やかな季節は、およばれや楽しいイベントが盛りだくさん。

レースや明るいカラーのファブリックやキットを活用して

シーンにふさわしい大人スタイルをお楽しみください。

1 

2

4

5

7

6

3
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　Z ￥4,860　M（リバティプリント・タナローン 1.5m）　K ￥13,500

 ￥3,780　459123　K ￥7560　約94㎝

　H ￥1,080　700138　Z ￥7,776　M（リバティプリント・タナローン 2.4m）　K ￥20,736

　H ￥1,080　700140　Z ￥4,536　M（リバティプリント・タナローン 1.4m）　K ￥15,434

　H ￥1,080 　700141　Z ￥5,508　M（リバティプリント・タナローン 1.7m）　K ￥16,308

　H ￥1,080　700139　Z ￥7,452　M（リバティプリント・タナローン 2.3m）　K ￥19,332

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＝つくりかたシート　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

ボタニカル柄のプリントで、初夏を彩るイージースカート

1　ソーイング初心者にも手軽に縫うことができる定番デザイン。初夏にふさわしい、陰影がある色づけのリバティ

プリント〈 アリスズ・ガーデン 〉を使って。

2　フィレンツェのパーツメーカー Micro 社のアクリルビーズをメインに、涼しげな色調のパーツを組み合わせて。

イタリアならではのカラーとボリュームが素敵。

魅力的なフラワープリントで装う、スタンダードスタイル

3　華やかな色づけのリバティプリント〈 アリスズ・ガーデン 〉でつくる正統派のサマーワンピース。初夏の装いに

も、きちんと感のある着こなしがお好きな方にもおすすめです。

汗ばむ季節のデイリーブラウスを可愛いリバティプリントで

4　胸もとのタックが優しい表情をつくるノースリーブのブラウスは、何枚あってもうれしいアイテム。〈フォーゲッ

ト・ミー・ノッツ 〉を使って。

5　ハイウエスト切り替えのブラウスは、晩夏まで重宝する一枚になりそう。ネイビーの地色つきのプリントは、代

表的な人気の花柄〈 エディナム 〉です。

はじめよう
初夏のかんたんソーイング
4月10日発売

初夏に向けて、深みの加わったリバティプリントで、

大人スタイルのおしゃれを楽しんでみませんか。

きれいなシルエットの各種おすすめアイテムのほか、

コーディネートしやすいニットやアクセサリーもご紹介します。

1

2

3

4 5

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

　 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

310143 310144 310147

■アリスズ・ガーデン　Alice’s Garden
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柄、アンナズ・ガーデン
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。

310162
459087 459088

310148 310149 310150 310151

■イングリッシュ・フィールド　English Field（66％縮小）
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柄サイズに縮小。
リバティ社の配色にはない、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。

310152 310153 310154 310155310163 310164

■フォーゲット・ミー・ノッツ　Forgetmenots
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。

約 8cm

約 8cm

310156 310157 310158

■エディナム　Edenham
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。
アイボリー地のほか、濃色のネイビーも加え、柄の魅力を最大限に生かして。

310165

■アンジェリカ・ガーラ　Angelica Garla（83％縮小）
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。

310133 310134 310135 310136 310137459082
310159

459083

■パフ　Puff
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。

310138 310140 310141 310142459084 459085 459086
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イージースカート（65㎝）　Z ￥4,860　M（リバティプリント・タナローン 1.5m）　K ￥13,500

フィレンツェビーズネックレス〈ブルー〉　Z ￥3,780　459123　K ￥7560　約94㎝

フレアギャザードレス　H ￥1,080　700138　Z ￥7,776　M（リバティプリント・タナローン 2.4m）　K ￥20,736

ラウンドタックブラウス（ノースリーブ）　H ￥1,080　700140　Z ￥4,536　M（リバティプリント・タナローン 1.4m）　K ￥15,434

フレンチブラウス　H ￥1,080 　700141　Z ￥5,184　M（リバティプリント・タナローン 1.6m）　K ￥15,984

ノースリーブワンピース　H ￥1,080　700139　Z ￥6,804　M（リバティプリント・タナローン 2.1m）　K ￥18,684

1
2
3
4
5
6

クロッシェファインストール　Z ￥4,266（コットンフィールファイン 20488：6コ　IS：403009）　K ￥36,666

ドルマンブラウス（五分袖）　H ￥1,080 700125　Z ￥8,165　M（リバティプリント・シルクコットンローン 2.1m）　K ￥17,982

ラッピングネックレス・ライトⅡ　Z 各￥2,160（a：イングリッシュ・フィールド）459126　（b：アンジェリカ・ガーラ）459125

K 各￥4,860　約100㎝

ラッピングネックレス・Ｌ（アリスズ・ガーデン）　Z ￥1,944　459130　K ￥3,888　約53㎝

レースネックレスⅡ〈ベージュ〉　Z ￥2,484　459124　K ￥8,208　約56㎝

7
8
9

10
11

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＝つくりかたシート　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

魅力的なフラワープリントで装う、スタンダードスタイル

3

も、きちんと感のある着こなしがお好きな方にもおすすめです。

汗ばむ季節のデイリーブラウスを可愛いリバティプリントで

4

ト・ミー・ノッツ 〉を使って。

5

表的な人気の花柄〈 エディナム 〉です。

個性いろいろ、初夏のネックレス

9、10　人気のラッピングネックレスは2 種のデザインを3 柄のリバティプリントでご用意。9 はチューブ状のテープにスチロール

玉を入れてつくる、軽いつけごこちのロングタイプ。10 は大きなビーズをバイアステープでくるんでつくるショートタイプ。スタイ

ルに合わせてセレクトを。

11　レースの土台にビーズ、スパンコールなど涼しげなキラキラパーツで刺しゅうを施しました。フェミニンなスタイルはもちろん、

カジュアルウエアのアクセントとしても。

大人の夏支度はプリントドレスと大判ストールで

6　リバティプリントらしい繊細な花々の描写の柄〈 イングリッシュ・フィールド 〉の魅力をそのま

ま生かしたシンプルワンピース。ソフトな色合いをセレクトして。

7　肩をすっぽりおおう大判ストールは、クーラーの季節に欠かせないアイテム。爽やかなコット

ンフィールファインで繊細に編み上げます。

素肌に優しいシルク混素材のプリントブラウス

8　しなやかな風合いが気持ちいいブラウス。シルク混素材でも手洗いできるので、お手入れも簡単。幅広い着こなしが楽しめ

る人気デザインです。

■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 

大小のひまわりを繊細に描いた〈スモール・スザンナ〉を、軽く肌ざわりのい
いシルクコットン素材にプリント。4 配色でご紹介。 310168 310169310166 310167

約 20cm

6

8

9a

9b

10

11

7



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　K＝完成品価格

強い日差しから愛犬を守ってくれる、今年色の手編みベスト

3、4　 ペットボトルホルダーとおそろいの模 様 編みでつくる小 型 犬 用のベスト。 サイズは S、M サイズの2 種 類。

犬の体格や毛色にマッチしたサイズと色をお選びください。

一日で編み上がる、キュートでカラフルなボトルホルダーセット

1、2　元気なビビッドカラーのコットンソレイユで編むボトルホルダー。3 色を各1 玉ずつ使って、500㎖、350㎖

のペットボトル2 本分が編み上がります。

夏はすぐそこ
カラフルニッティング
3月20日、4月10日発売

ドライブやハイキングにおすすめ、色遊びが楽しいニット小物

5　ふっくら軽い編み上がりが持ち味のリリヤン糸〈 コットンシェリー〉7 色を使って編み上げるブランケット。1 段ずつ色を替えて編んだ本体に縁編みと飾りのタッセルをつけて仕上げます。

6　糸をカットして結びながらネット部分を編んでから、縁飾りの花モチーフを編みつけます。ブランケットとおそろいの配色で。

明るいカラーリングが魅力のコットン糸で編むかぎ針編みの小物は、

お散歩やアウトドアなど、屋外での活動が楽しい季節におすすめです。

　Z ￥2,160　353234　K ￥9,720　大：約10 ×10㎝　小：約8 ×8㎝　

　Z ￥3,672　353233　K ￥17,280　直径約25㎝　

　Z ￥6,696　353232　K ￥29,160　約50 ×50㎝　＊デザイン：上田葉子　

ソレイユボトルホルダー〈ピンク〉　Z ￥2,808（コットンソレイユ 402989・402990・402991：各1コ　IS：403007）　K ￥8,208　＊大小2個セット

ソレイユボトルホルダー〈ブルー〉　Z ￥2,808（コットンソレイユ 402986・402988・402991：各1コ　IS：403007）　K ￥8,208　＊大小2個セット

Dog’sソレイユベスト〈ピンク〉Sサイズ　Z ￥2,938（コットンソレイユ 402989・402990・402991：各1コ　貝ボタン15㎜ 97325：1コ

IS：403008）　K ￥9,418         

Dog’sソレイユベスト〈ブルー〉Mサイズ　Z ￥2,938（コットンソレイユ 402986・402988・402991：各1コ　貝ボタン15㎜ 97325：1コ

IS：403008）　K ￥9,418

1
2
3

4

シェリーボーダーブランケット　Z ￥7,506（コットンシェリー 402066：2コ　402058・402059・402060・402061・402062・402063・

402064・402065・402067：各1コ　IS：403010）　K ￥31,266　約79 ×84㎝

カラフルバスケット　Z ￥6,912　403024　K ￥22,032　

5

6

1

2

3

5

4

6

ニット
k i t

3/20
発売

4/10
発売

3/20
発売



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　K＝完成品価格

オーガンジーの花びらが愛らしい、あじさい色のペアきんちゃく

1 　優しい配色のリバティプリント3 柄を使った5 枚はぎの本体に、パープル系のオーガンジーを花びら

のように飾りました。パープルのラメコードがおしゃれ。

3、4

犬の体格や毛色にマッチしたサイズと色をお選びください。

いつもおしゃれゴコロを忘れない、ニーナのレインファッション

6　フードレインコートに真っ赤なレインブーツ、かえるポシェットまでついたドレスセット。コートのトリミングは、リバティ

プリントのバイアステープで。ドール本体は別売りです。

オーガンジーとリバティの組合せが美しい、リースとタペストリー

2　リネン地のリース土台にオーガンジーリボンでつくるあじさいを彩りよくアップリケ。ドアやコーナーに飾りやすいサイズ

です。

3　あじさいをモチーフにシャドーワーク手法を取り入れたタペストリー。リバティプリントやビーズ・銀糸などをプラスした

繊細な仕上がりが魅力。上田葉子さんのデザインです。

4月10日発売

あじさい日和

雨の季節を楽しむハンドメイドで、梅雨を気持ちよく過ごしませんか。

ブルー、パープルへと、次々に花を咲かせるあじさいを

オーガンジーで表現した布小物と、ニーナの雨の日スタイルのご提案です。

あじさいのペアきんちゃく　Z ￥2,160　353234　K ￥9,720　大：約10 ×10㎝　小：約8 ×8㎝　

リース〈あじさい〉　Z ￥3,672　353233　K ￥17,280　直径約25㎝　

ファブリックタペストリー〈あじさい〉　Z ￥6,696　353232　K ￥29,160　約50 ×50㎝　＊デザイン：上田葉子　

1
2
3

フラワーのルームアクセサリーⅢ〈ブルー〉　Z ￥3,240　459127　K ￥9,720　＊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

ドレスセット〈レインコート〉　Z ￥3,024　353235　K ￥12,960　＊ドール本体別売

ドール〈ニーナ〉顔ししゅう入り　Z ￥3,780　353180　K ￥10,800　身長約35㎝　＊発売中

4
5
6

シェリーボーダーブランケット　Z ￥7,506（コットンシェリー 402066：2コ　402058・402059・402060・402061・

402064・402065・402067：各1コ　IS：403010）　K ￥31,266　約79 ×84㎝

カラフルバスケット　Z ￥6,912　403024　K ￥22,032　

1

ボリューム感のあるオーガンジーのお花を飾ったアクセサリー

4 、5　オーガンジーのリボンでつくったお花を4 本のコードにバランスよく通せばでき上がり。お花は別売

りのフラワーリリヤンボビンでつくります。

4

5

6

2

3



09 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

　Z ￥7,776　353226　K ￥49,680　約130 ×90㎝

　Z ￥3,024　353230　K ￥14,580　約40 ×40㎝

　Z ￥3,456　353229　K ￥15,120　約25 ×13 ×7㎝

8種類のハーブを植物図鑑のように描いたモチーフクロス

1　グリーン2 色の色印刷とステッチを組み合わせたクロス。ラベンダー、カモミールなど、おなじみのハーブの名前と葉っぱは色印刷。花や花心、茎などを簡単ステッチでふっくら立体的に描きます。

ハーブのある暮らし
3月20日発売

ベランダや庭先では、さまざまなハーブが爽やかな香りを放つ季節。

楚 と々して愛らしいハーブをモチーフにしたステッチ小物は

シンプルな手法だけで完成するホビーラホビーレの工夫がいろいろ。

心をこめたハンドメイドはお祝いやお礼などのギフトにも。

1



10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

ハーブのモチーフクロス　Z ￥7,776　353226　K ￥49,680　約130 ×90㎝

ハーブのミニクロス　Z ￥3,024　353230　K ￥14,580　約40 ×40㎝

ハーブのティッシュカバー　Z ￥3,456　353229　K ￥15,120　約25 ×13 ×7㎝

1
2
3

ハーブのテーブルセンター　Z ￥3,024　353228　K ￥14,040　約30 ×70㎝

ハーブのコースター　Z ￥3,240　353231　K ￥14,580　約11 ×11㎝ 6 枚セット

1~5　イラスト：髙野紀子

4
5

日々の暮らし小物にハーブのガーランドをステッチして

初夏の爽やかなテーブルを演出する、コーディネート小物

2　約40㎝四方のクロスの周囲に複数のハーブをステッチ。バスケットに掛けたり、テーブルに敷くなど、使い方はアイデア次第。縁にレースをあしらい

ました。

3　ガーランド状のハーブをティッシュカバーの長い側面にステッチ。短い側面やふたにもワンポイントステッチを施して、どの角度にもハーブが描かれ

ています。

4　ハーブのブーケを一面に散らしたデザイン。シンプルなステッチで香り豊かなハーブを印象的に描きます。暮らしを豊かに彩るアイテムとしておすすめです。

5　1 枚にそれぞれ1 種ずつ、6 種類のハーブをステッチしたコースター。テーブルセンターと組み合わせると、季節感あふれるおもてなしができそうです。

1　グリーン2 色の色印刷とステッチを組み合わせたクロス。ラベンダー、カモミールなど、おなじみのハーブの名前と葉っぱは色印刷。花や花心、茎などを簡単ステッチでふっくら立体的に描きます。

2

4

5

3

message

髙野紀子　Noriko Takano　

私がハーブに興味を持ったの

は、ちょうどホビーラホビーレ

との仕事を始めた35年くらい

前。その頃は、あまり知られていなかったハー

ブ…少し憧れでもあったハーブのある暮らし

が、今ではすっかり生活に根付いたものにな

りました。刺しゅうは、ほんの一針で表情が変

わります。小さな花や葉の先は特に繊細。針

仕事のプロではない私は「ここに針を入れて

･･･一針、それとも二針？」と想像しながら図

案を考えます。私が描いたラインに、針と糸で

自由にご自身の表現を重ねて楽しんでくださ

い。そうすれば図案のハーブが、ひとりひとり

ご自分の想い描くハーブに生まれ変わること

でしょう。

絵本作家。セツモードセミナーを経て、雑誌を中心にイラストレーターとし

て活躍後、1983 年に初めての絵本「チャイブスはきょうもごきげん」(講談社)

を出版。「和の行事えほん」「テーブルマナーの絵本」「着物のえほん」(あ

すなろ書房)など著書多数。昨年12月に最新刊「折り紙絵本」(あすなろ書房)

を出版。「小さな水彩塾」を主宰し、都内で絵画教室も開いている。その

かたわら、ホビーラホビーレの刺しゅうなどのイラストを手がけ、そのシンプ

ルでやさしく情感あふれるイラストは、35 年にわたり親しまれ続けている。



季節の刺し子 青海波、柿の花、麻の葉、七宝など、人々の願いが込められた、

伝統文様の数々を4種類のデザインでお楽しみください。

1

3

2

4

青海波Ⅱ Z ￥864　459007 K ￥8,964（使用糸：c,d）K
花ざしⅡ Z ￥756　452064 K ￥7,020（使用糸：a）K
寄せ模様 Z ￥648　457580 K￥6,912（使用糸：d）K
寄せ模様Ⅱ Z ￥648　458443 K￥9,288（使用糸：b）
刺し子糸〈a：ぼかし糸〉￥324　〈b～ d：単色〉各￥216
刺し子針　￥141　502320（針長短5本、糸通し入）
＊1：4/10発売　2～6：発売中

1
2
3
4
5
6

458297

452073

452080

452075濃淡3色のリネン糸をミックスして5段階のグラデーションに編み上げます。上下を反対に入れ

替えて生成り部分が裾側にくるように着ると衿が大きく丈が短めに。

2wayタイプで装う、ネット編みのベスト

グラデーションリネンベスト Z ￥8,640　403019 K ￥38,880K

かんたんグラデーションニット
春冷え、梅雨冷えの時期に重宝する、軽いはおりもの。

着こなし自在のアイデアニットで、おしゃれ上手に。

3月20日発売

ニット
k i t

【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

SHOP LIST

＊２０１5年 2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
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次回『MONTHLY PRESS 4月号 vol.52』は4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3 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3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。

♦限定販売！
　サイン入り青木和子さん最新刊

♦40周年記念企画　ダブルスタンプフェア
　3月10日(火 ) ～3月31日(火 )まで　

♦「ニーナファッションコンテスト」
　作品募集開始

♦通園通学応援フェア
　開催中～3月31日（火）

【NEWS】 【 EVENT】

「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」の
発売を記念して、青木和子さんの
直筆サイン入り本を各店にて、3月
13日(金)より販売予定です。限定
数量につき、どうぞお早めに。詳
細は各ショップまで。＊一部行っ
ていない店舗がございます。

期間中1,000円(税抜き)以上お買い上げの方にダブルスタンプ
サービスをいたします。お得なこの期間をぜひご利用ください。
＊一部行っていない店舗がございます。

文化出版局刊　￥1,944（予価）▶

▲お時間のない方におすすめ!アイロンで手軽に接着できる
　ワッペンがいろいろ。

▲おしゃれが大好きな〈ニーナ〉。素敵なコーディネートを
お待ちしています。

誕生10周年を迎えたドール〈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がはじま
りました。作品応募締切は8月28日(金)。皆
様のご応募お待ちしています。詳細は各店頭
POP・ホームページをご覧ください。

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。手づくりのご相談やオーダーについてもス
タッフまで、お気軽にお問合せください。

♦「ニーナドレスデザイン画コンテスト」
　締切り迫る!
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。応募締切は4月3日(金 )当
日消印有効。

♦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〉開催中
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各店
で行っております。専用のレッスンカード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。
（レッスン内容は2ページをご覧ください。）

＊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。

SHOP INFORMATION
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