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色とりどりのクロッシュコットンプチセットでつくる、かわいいかぎ針編み小物 カラフルなモチーフつなぎのブランケットで編みながら色遊び

クロッシュコットン・
ストーリー 5月10日発売

1987年の発売以来、編みやすく、

色数豊富なコットンヤーンとして愛されてきた〈クロッシュコットン〉。

27年間にお客様にお届けした〈クロッシュコットン〉は、約25万km、

地球6周分以上にもなり、ホビーラホビーレが誇るロングセラー商品となりました。

クロッシュコットンプチ12色セット　¥3,024　403054　10ｇ×12色　＊コースター&ティーマットの編図付
ビビッドカラーブランケット Z ¥6,124（クロッシュコットン　20415：3コ　403043・403044・403045・403046・
403047・403048・403049・403050・403051・403052・403053：各1コ　IS：403062）　K ¥45,004 　約84×84㎝K
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40周年記念商品

強撚タイプで極細の〈クロッシュコットン〉は、かぎ針編み、棒針編み共に幅広いアイテムにお使
いいただけるコットンヤーンです。発売当初、注目を集めたのは2本どりで編む、肌触りの良いレ
イシーニットでした。(→写真①)

暑い季節でも心地よく手編みを楽しめる糸として、涼やかなデザインのウエア、スカーフ、バッグ
やポーチなど、幅広いアイテムにご愛用いただいてきました。(→写真②～⑤)

2011年に出版された「アンティーククロッシェより 50のモチーフと22の作品集」(文化出版局
刊)では、〈クロッシュコットン〉の繊細さを活かした優雅な作品をたくさん紹介しております。(→
写真⑥)

50g玉で発売された〈クロッシュコットン〉は、2004年には小物にも使いやすい25g玉になり、14
色のカラーバリエーションで販売を開始しました。その後もトレンドにあわせたカラーの提案をして
います。(→写真⑦)

そして今年は、ホビーラホビーレ40周年記念商品として、長年ご愛顧いただきましたお客様への
感謝をこめて、とびっきり明るくカラフルに色づけした11色をあらたにお届けいたします。

④ ⑦⑤ ⑥① ③②
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★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

★… 新色

＊「クロッシュコットン・ストーリー」内でご紹介の商品の中には、現在取扱いのない商品がございます。
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英国の初夏を彩るポピーを主役にした小物

のどかな羊たちの丘をブックカバーにステッチ

緑の丘で出会った羊たちを小さなフレームに

つるバラが美しいはちみつ色の家をアップリケ＆ステッチで

4　村々をつなぐ小麦畑一面に咲いていたポピーをはじめとする草花を、リー

スと縦長フレームにアレンジ。花の香りに誘われたハチもポイントです。

2　人より羊が多いといわれるコッツウォルズ。たくさんのモコモコ羊を

モチーフにした、ブックカバー。

3　コッツウォルズの田園風景を代表する、牧草地の羊たちを描いて

います。愛らしい羊たちはフレンチナッツステッチで表現しています。

1　時が止まったような、味わい深い家々が建ち並ぶ村で出会った一軒のお家をフレームに。アップリケの建物を中心に、植栽や草花などを刺しゅうで仕

上げます。

フレーム〈コッツウォルズの家〉　Z ¥5,400　353264　K ¥29,160　約29 ×37㎝

ブックカバー〈コッツウォルズの丘〉　Z ¥3,240　353268　K ¥12,960　約16 ×12㎝

フレーム〈コッツウォルズの丘〉　Z ¥3,456　353265　K ¥17,280　約18 ×18㎝

1
2
3

リース〈コッツウォルズの花〉 　Z ¥3,672　353266　K ¥18,900　直径約25㎝

フレーム〈コッツウォルズの花〉　Z ¥3,672　353267　K ¥15,120　約29 ×14㎝

＊1〜5デザイン：青木和子

4
5

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

カラフルなモチーフつなぎのブランケットで編みながら色遊び

2

ブランケット。お部屋がパッと華やぐ明るさです。

青木和子さんと訪ねる

コッツウォルズ
5月10日発売

緑豊かな英国の丘陵地帯に

点在する小さな村々……。

ハニーストーンで名高い

コッツウォルズを訪ねた青木和子さんの旅が、

すてきなステッチ小物になりました。

初夏の花ポピーのほか、

羊や英国スタイルの家を

アップリケと刺しゅうで仕上げます。

上がりの清涼感が楽しめます。太さは日本製レース糸40 番と同じ。全27 色。 1　

2　

3　

4　

5　

青木和子　Kazuko Aoki　　

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。

message

ロンドンから車で２時間程の

コッツウォルズは、小さい村が

点在する緑豊かな田園地帯で

す。なだらかな丘陵に牧草地がひろがり、人より多

いと言われる羊たちが、のどかに草を食んでいま

す。牧草のグリーン、雲の浮かんだ空のブルー、羊

毛のエクリュがこの地方の自然の基本色。そして、

道の両側の麦畑に時々咲いている真っ赤なポピー

や、可憐な花々がアクセント。風景になじんだハチ

ミツ色の家々が並ぶ村を訪ね、昔ながらのたたず

まいの中を散歩するのが、旅の楽しみです。

最新刊好評発売中！

「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」

文化出版局刊　￥1,944

◀

掲載作品を一部店舗で展示いたします。
日程等はホビーラホビーレホームページにて
ご案内いたします。
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　H ¥1,080   700138　Z ¥6,221　M：2.4m （モードコレクション・綿スラブ・フラワープリント 310303）　 K ¥19,181

　Z ¥3,456　459240　K ¥7,560　約45㎝

　H ¥1,080   700135　Z ¥9,850 　M：1.9m （北の模様帖〈ajisai〉 310370）　K ¥20,650

　H ¥1,080   700135　Z ¥9,850　M：1.9m （北の模様帖〈ajisai〉 310371）　K ¥20,650

　Z 各 ¥2,808　〈ネイビー〉459246　〈グレー〉459245　K ¥7,668　口幅約12㎝

　¥1,748　458640　約12㎝

　Z ¥4,601  353304　K ¥9,461 　約35 ×42 ×14㎝

　H ¥756　700033　Z ¥9,332　M：1.8m （モードコレクション・綿麻レース〈リング〉310298）　K ¥19,052

洗練された夏スタイルにおすすめ、清涼感のあるプリントワンピース

1　さらりとした肌触りと色味を抑えた花柄が大人っぽいドレス。初夏に向かう涼しげな装いに。

2　パーツをチェーンに通して完成するショートタイプのネックレス。クールな色合いがすてき。

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

大人キュートな着こなしは、紫陽花刺しゅうのスカートで

3、4　モダンな紫陽花柄のスカートは、シーンを選ばないベーシックアイテム。シンプルなニットやブラウスとの相性もぴったり

です。

雨あがりの紫陽花を手のひらサイズの口金ポーチに

5　紫陽花の葉っぱの上に水滴のようにビーズをトッピング。パール玉がついた口金で、エレガ

ントに仕上げます。紫陽花の美しい季節に。 

■北の模様帖〈ajisai　アジサイ〉
¥5,184/m　112 〜114(レース有効幅100 〜102)cm 幅  

［ 綿100% ］  日本製

点と線模様製作所のオリジナル模様をアレンジ。２色刺しゅうで紫陽花
の大きな花と葉を全面に散らしました。 土台は軽やかな綿素材なので、
ウエアから小物までお使いいただけます。

310370 310371

■モードコレクション　綿スラブ・フラワ−プリント
¥2,592/m　110 〜112cm 幅　［ 綿 100% ］　 日本製

大胆でモダンな花柄を涼やかな60スラブローンにプリントしました。夏のコーディネー
トにおすすめの３配色をご用意。チュニックやワンピースなどに。

310305310303 310304

4月20日発売

色と多彩なテクスチャーにこだわった

魅力的な夏素材がそろいました。

汗ばむ季節を快適に過ごす、

上質で清涼感あるテキスタイルを

ホビーラホビーレならではの

ワードローブ提案とともにご紹介します。

糸作家・佐藤正樹さんの

オリジナルファブリックも登場。

約 40cm

約 25cm

カラフルで楽しい
注目のテキスタイルⅠ

岡理恵子　Rieko Oka

テキスタイルデザイナー。北海道東海大学大学院　芸術工学研究科卒業。「点と

線模様製作所」という名前でテキスタイルの模様作りを軸に活動している。紙ものシリー

ズのデザインも手掛けるなど 、幅広く提案。 北国から自然の情景や植物などを題材

に模様を届けたいと活動している。2014 年には札幌に生地のお店を開店した。

40周年記念商品

40周年記念商品

1

2

2

3　 4　
5

6



04

フレアギャザードレス　H ¥1,080   700138　Z ¥6,221　M：2.4m （モードコレクション・綿スラブ・フラワープリント 310303）　 K ¥19,181

リングビーズネックレス　Z ¥3,456　459240　K ¥7,560　約45㎝

タックプリーツスカート（グレー）　H ¥1,080   700135　Z ¥9,850 　M：1.9m （北の模様帖〈ajisai〉 310370）　K ¥20,650

タックプリーツスカート（ネイビー）　H ¥1,080   700135　Z ¥9,850　M：1.9m （北の模様帖〈ajisai〉 310371）　K ¥20,650

口金ポーチ･ajisai　Z 各 ¥2,808　〈ネイビー〉459246　〈グレー〉459245　K ¥7,668　口幅約12㎝

パール口金12cm（ホワイト）　¥1,748　458640　約12㎝

スクエアバッグ･ Ｌ　Z ¥4,601  353304　K ¥9,461 　約35 ×42 ×14㎝

セミフレアスカート　H ¥756　700033　Z ¥9,332　M：1.8m （モードコレクション・綿麻レース〈リング〉310298）　K ¥19,052

1
2
3
4
5
6
7
8

フレアギャザードレス　H ¥1,080　700138　Z ¥8,165　M：2.7m （モードコレクション・サテン・ボーダープリント 310300）　K ¥ 21,125

かんたんスカート･スターターキット　¥1,944　502662　＊ゴムベルト･定規･手縫い針セット･待ち針･チャコペンシル･つくり方付

イージースカート65㎝　Z ¥4,839　M：1.6m （モードコレクション・サテン・ボーダープリント 310301）　 K ¥13,479

ノースリーブワンピース　H ¥1,080　700139　Z ¥9,072　M：2.1m （リバティプリント・フランダースリネン 310307）　 K ¥20,952

ストレッチパンツ七分丈　H ¥1,080　700118　Z ¥6,156　M：1.9m （リバティプリント・ストレッチサテン 310310）　K ¥15,876

フレアギャザードレス　H ¥1,080　 700138　Z ¥8,813　M：2.4m （リネンプリント・フラワー 310291）　K ¥21,773

タイニービーズネックレス〈ネイビー〉　Z ¥2,808　459243　K ¥7,560　約95㎝

9
10
11
12
13
14
15

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

雨あがりの紫陽花を手のひらサイズの口金ポーチに

5

ントに仕上げます。紫陽花の美しい季節に。 

■モードコレクション
サテン・ボーダープリント

■モードコレクション
綿麻レース〈リング〉

¥3,024/m　110 〜112cm 幅
［ 綿100% ］  日本製

¥5,184/m　114 〜116cm 幅（レース有効
幅102 〜104cm ）

［ 綿80%  麻20%（リネン ）］  日本製

310297 310300 310301

310302310298

約 30cm 約 30cm
ほどよい光沢感のある薄手の綿サテンに大胆な片耳ボー
ダー柄をプリントしました。柄をうまく活かして、チュニッ
クやワンピースにも。

ナチュラルな風合いの綿麻素材に、２色の糸でリング
柄を刺しゅうしました。厚みのある生地なので、スカー
トやバッグ、インテリアまで幅広いアイテムに。

■リバティプリント・フランダースリネン ■リバティプリント・ストレッチサテン ■リネンプリント・フラワー
¥4,320/m　124 〜125cm 幅　［ 麻100%（リネン ）］  日本製 ¥3,240/m　118 〜120cm 幅 　［ 綿97%  ポリウレタン 3% ］  日本製 ¥3,672/m　105 〜108cm 幅　［ 麻100%（リネン ）］　日本製

310306 310307 310308

約 30cm

フランダース地方産のしなやかなリネンに、リバティ社の花柄〈ガーラ〉をプリント。リネンな
らではのさらりとした風合いは、夏のウエアにおすすめ。

310309 310310 310311

約 30cm

リバティ社の人気柄〈スイム・ダンクレア〉を伸縮性のあるコットンサテン素材にプリント。
適度な光沢と厚みがあるので、ボトムやスカートなどにおすすめです。

310290 310291 310292

約 30cm

上質なリネン素材に単色の大きなフラワー柄をプリント。
しなやかな肌ざわりと爽やかな配色は、暑い季節のワンピースやスカートなどにおすすめ。

一日で縫い上がる、かんたんスカート

10、11　ソーイングに便利な用具をセットにしました。ゴムベル

ト、定規、手縫い針セット、待ち針、チャコペンシル、手縫い

スカートのつくり方が入っています。お気に入りの生地で、かん

たんスカートづくりにチャレンジしましょう。11 は出来上がり見本。

＊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。（ 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
40周年記念企画

ワンランク上のドレススタイル

リング模様の刺しゅう生地のウエアと小物

上級カジュアルはプリントのパンツで

大人仕様の洗練サマードレスがおしゃれ

リネンのドレスで涼やかさを演出

12　 ほどよい落ち感のある上 質なフランダースリネンはシンプルなワン

ピースにぴったり。クラス感のある夏の装いをお楽しみいただけます。

7、8　2way タイプのバッグはたっぷり収 納できる実 用 派。スカートは

生地をバイアス裁ちにしたきれいなシルエットが魅力。

13　着心地のよさで大人気のストレッチパンツは、活動的なおしゃれに欠

かせないアイテム。着回し力があるので、季節を問わず重宝します。

9　この季節におすすめの大胆なボーダーチェックプリントをシンプルなワ

ンピースに。サテンならではの上品な光沢とおしゃれな配色がすてきです。

14、15　夏の訪れを感じるリネンの花 柄ワンピースに、 三つ編みでつ

くったネックレスをコーディネート。透明感のある大人スタイルです。

40周年記念商品 40周年記念商品

7

8

9

10　

11

13

14

15

15

12

4/20
発売
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■ローンレース･ホワイト〈４ストライプ〉 ■ホワイトレース〈ストライプ〉

■ホワイトレース〈ドット〉

■ホワイトレース〈綿麻〉

■ホワイトレース〈サークル〉

¥4,104/m　102～104cm幅  （レース有効幅98～100cm）
［綿100%］  日本製

¥3,672/m　102～104cm幅（レース
有効幅98～100cm）  
［綿100%］  日本製

¥3,672/m　102～104cm幅（レース
有効幅96～98cm） 
［綿100%］  日本製

¥5,616/m　100～102cm幅（レース
有効幅94～97cm）  
［綿90%  麻10%（リネン）］  日本製

¥3,024/m　102～104cm幅（レース
有効幅98～100cm）
［綿100%］  日本製

贅沢な刺しゅうを施したストライプ柄のレース。４種の柄が約10cm間隔で
入っています。４月は初夏向けにベーシックなホワイトをご用意しました。

310283

約25cm

306870310285

310284 310287

約25cm約25cm

約25cm約25cm

夏の定番トップスは着映えカラー「白」の軽やかレースで

1　ふわっとはおるだけでお出かけモードになるホワイトレースのジャケット。スカートにもパンツにもよく合うので、一枚持っていると便利です。

2　4種の刺しゅう模様のかわいいレースでつくるシンプルブラウスは、カジュアルにもフェミニンにも着こなせるデザイン。胸もとのタックがアクセントです。

3　シンプルなドルマンスリーブのブラウスが、横に連なったドット柄を使っておしゃれな一枚に。Tシャツ感覚で着こなすと大人のカジュアルスタイルに。

4　フィレンツェで色づけされたアクリルビーズなど、生成りとメタルパーツでつくるネックレス。リングビーズは9ピンでつなげます。

■綿麻ボーダー・シャンブレー
¥3,024/m　144～147cm幅 
［麻65%（リネン）  綿35%］  中国製

310293 310295 310296

約15cm

使いやすい先染めのボーダー柄。トリコロールカラー、爽やかなターコイズ、
ベーシックなネイビーの３色をそろえました。

素足に似合う大人のマリンテイストをキュートに着こなして 夏糸ラフィスで編む、３サイズのカラフルかごバッグ

5、6　トリコロールカラーはチュニック、ネイビーは広幅を生かしたひと丈でつくるスカートに。どちらも夏に大活躍

するアイテム。

7　 人気の夏糸ラフィスで編んだ帽子は、新色のネイビーがおすすめ。ざっくりした編み地も夏にぴったりです。

　

8 人気の手編みバッグに新しいサイズが登場。コロンとしたフォルム、芯入りで丈夫な持ち手がポイントです。

9、10、11　毎年大人気の、11色のラフィスを使って細編みと鎖編みだけで編み上げる大小のバッグ。新

色のネイビーが仲間入り。

ニット
k i t

ニット
k i t

ニット
k i t

ニット
k i t



06

ベルスリーブジャケット長袖 H ¥1,080　700114 Z ¥7,344　M：2m （ホワイトレース〈ストライプ〉 310284）　K ¥18,630K
タックフレンチブラウス H¥1,080　700122 Z ¥6,567　M：1.6m （ローンレース〈４ストライプ〉 310283）　K ¥17,464K
ドルマンブラウス H ¥1,080　700125 Z ¥5,508　M：1.5m （ホワイトレース〈ドット〉 310285）　K ¥15,326K
フィレンツェビーズネックレスⅡ〈エクル〉 Z ¥3,024　459242 K ¥6,480　約52㎝K
ギャザーネックチュニック H ¥1,080　700143 Z ¥5,141　M：1.7m （綿麻ボーダー・シャンブレー 310293）　K ¥16,038K
イージースカート65㎝ Z ¥2,420　M：0.8m （綿麻ボーダー・シャンブレー 310296）　K ¥11,060K
クロッシェハットLadies' Z ¥2,970 （ラフィス 403055：3コ　IS：402756）　K ¥13,770K
カラフルグラニーバッグ Z ¥9,180　403073 K ¥30,780　約34×42㎝　＊デザイン：伊藤浩史K
カラフルラージバッグⅢ Z ¥12,474　403071 K¥38,394　約42×50㎝　＊デザイン：伊藤浩史

1
2
3
4
5
6
7
8
9 

カラフルラージバッグⅡ Z ¥12,474　402771 K ¥38,394　約42×50㎝　＊デザイン：伊藤浩史K
カラフルミニバッグⅢ Z ¥3,186　403072 K ¥13,986　約12×22㎝　＊デザイン：伊藤浩史K
ギャザーネックチュニック H ¥1,080　700143 Z ¥13,954　M：1.9m （Z MASAKIコレクション･コットンシルクチェック310278）　K ¥24,851K
ロングブラウス H ¥1,080　700142 Z ¥15,876　 M：1.5m （MASAKIコレクション･ジャカードボーダー 310280）　K ¥28,340K
プチフルールストール〈ブルー〉 Z ¥3,402 （プチフルール 403041：1コ　IS：403057）　K ¥16,362K
プチフルールストール〈ピンク〉 Z ¥3,402 （プチフルール 403042：1コ　IS：403057）　K ¥16,362 K
プチフルールボレロ Z ¥6,426 （プチフルール 403040：2コ　IS：403056）　K ¥25,866K
ベルスリーブジャケット H ¥1,080　700114 Z ¥20,110　M：1.9m （MASAKIコレクション･ステッチチェック Z 310272）　K ¥30,910K
スカート Z ¥11,751　1.6m （MASAKIコレクション･ダブルチェック 310274）　K ¥21,471K

10 
11 
12
13
14
15
16
17
18

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

約35cm

約35cm

■MASAKIコレクション･
コットンシルクチェック

■MASAKIコレクション･ステッチチェック

■MASAKIコレクション･ダブルチェック

¥7,344/m　108～110cm幅
［綿80%  シルク20%］  日本製

¥10,584/m　110～112cm幅  ［綿62%　シルク36%  
ポリエステル2%］ 　日本製

¥7,344/m　110～112cm幅  ［綿100%］  日本製

310277

310270

310273

310278

310271

310274

310279

310272

シルク混の軽やかで透け感のあるチェック柄。
夏におすすめの３配色をご用意しました。シアー
感を生かしたブラウスやチュニックなどに。

カラフルな糸でハンドステッチしたようなニュアンスのあるチェック柄。
ロングシーズン楽しめる、ほどよい厚みも魅力。

表と裏の柄が違う二重織りのチェック。両面を生かした、折り返し
のあるデザインのウエアや巻き物などにもおすすめです。

透け感がおしゃれなシアー素材で大人キュートなチュニックを

夏のおしゃれニット小物はラブリーカラーのファンシーヤーンで ハイクオリティのチェック素材をシンプルなアイテムで着こなして

12 シルク混の上質でエレガントな素材でつくるふんわりギャザーのシンプルチュニッ

クは、シックで華やかな一枚に。

14、15　２回巻きのドライブ編みで編む繊細な風合いと軽やかさが魅力のストール。プチフルール１玉で編み上

がります。

16　真っ直ぐ長方形に編んで、袖下をとじるだけ。軽いはおりものとしておすすめの一枚。プチフルール2玉で完

成します。

17　クラフト感のある先染め素材を楽しむソフトジャケット。春先のはおりものにぴったりです。

18　多色使いのダブルガーゼでつくるギャザースカート。表裏の柄が違うので、袋縫いにして両面着られるよ

うに仕立てます。

■MASAKIコレクション･
ジャカードボーダー
¥10,584/m　158～160cm幅
［綿74%  ポリエステル26%］  日本製

310280 310281 310282
大胆でポップな花柄のジャカード。涼やかな
透け感のある表情豊かなドレスファブリックです。
幅広い用途におすすめ。

着こなしいろいろ、きれい色のおしゃれブラウス

13　きれいな花柄は生地の織糸をカットしてできています。新しいデザインのロン

グブラウスは、ほどよい丈とゆとりがあるので、はおりものとしても重宝します。

MASAKI
コレクション

佐藤正樹

プチフルール
¥3,024/玉  80g  196m
［ポリエステル37%  アクリル33%  綿15%  レーヨン8%  
ナイロン7%］　全3色　日本製

かすり染めしたお花のようなモール状の糸とかわいい旗のような糸を撚り合わ

せた新発売のファンシーヤーン。太めの針で編むはおりものなどに。全３色。

佐藤正樹（佐藤繊維株式会社社

長兼、糸作家）のオリジナルファブ

リック。ニュアンスのあるカラフル

なチェックから、軽やかで透け感の

ある大胆な花柄などファッションの

主役になる、個性豊かな春夏ファ

ブリックをお届けします。こだわり

の手編み糸も発売。素材の販売は

ホビーラホビーレだけの限定です。

＊佐藤繊維株式会社は山形県寒河江市に所在する、

1932年創業の紡績ニット会社。原料選び、糸づく

り、製品まで一貫した自社工場における「Made in 

JAPAN」のものづくりを大切にしている。

4/20
発売

4/20
発売

4/20
発売

発売中

4/20
発売

佐藤正樹　Masaki Sato

山形県寒河江市にある創業

８０年となる紡績ニット工場の

佐藤繊維株式会社４代目社長、

糸作家である佐藤正樹は、最

新のテクノロジーとアンティーク

ともいえる古い紡績機をかけ合わせ、独自の技術をもっ

て特別なニット糸を紡ぎだします。世界の一流ブランド

も惚れ込むオリジナリティ溢れる糸で、今日のアパレル

業界を牽引する存在です。



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

魔法に彩られたファンタジーの世界をステッチ小物に描いて

1　王子とシンデレラの舞踏会シーンをセンターに配し、物語の名シーンの数々をブルーの濃淡のステッチで散りばめました。銀糸で輝きをプラスして。

2　トートバッグにはお城とかぼちゃの馬車をステッチ。後ろにはガラスの靴のワンポイントを入れて。ビーズやスパングルでキラキラ感をトッピングしています。

4月20日発売

ディズニー映画『シンデレラ』の日本公開を記念して、

ホビーラホビーレがコラボレーションキットを発売。

1950年に公開された

アニメ版『シンデレラ』をモチーフにした

ステッチ小物を取り揃えました。

オリジナルのDisneyネームタグがついています。

　Z ¥8,802（コットンフィールファイン20488：9コ　402686：4コ　IS：403059）　K ¥73,602　約79 ×79㎝

　Z ¥1,242 （シャイニーフィル 402682：1コ　IS：403058）　K ¥9,882　約17 ×14㎝

　Z ¥1,242 （シャイニーフィル 401395：1コ　IS：403058）　K ¥9,882　約17 ×14㎝

　Z ¥2,592　459241　K ¥5,400　約9㎝

　Z ¥2,484　459244　K ¥8,100　約56㎝

モチーフクロス〈シンデレラ〉　Z ¥6,696　353256　K ¥49,680　約73 ×73㎝

トートバッグ〈シンデレラ〉　Z ¥6,264　353257　K ¥21,600　約25 ×40 ×16㎝

ミニケース〈シンデレラ〉　Z ¥3,672　353259　K ¥14,040　約15.5 ×10㎝

1
2
3

ブックカバー〈シンデレラ〉　Z ¥3,888　353260　 K ¥14,040　約16 ×12㎝

ポーチ〈シンデレラ〉　Z ¥4,104　353258　K ¥15,120　約13 ×21 ×7㎝

＊1〜5 監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン社　＊イラスト： 髙野紀子 

4
5

夢を叶えたプリンセス・ストーリーの舞台を布小物にステッチ 妖精の呪文で魔法をかけられたかぼちゃの馬車をポーチに

3、4　ミニケースとブックカバーには、ブルーの濃淡とラメ糸、ビーズで華やかにステッチ。ブックカバーは半

縫製済み、きらめくブックマーカーにも注目を。

5　丸底ポーチは、前にはかぼちゃの馬車、後ろにはお城に残したガラスの靴をワンポイントステッチ。ラメ糸や

パーツできらめきをプラスして華やかに。

1　

2　　

Cinderella

3　
4　

5　

ンデレラシ



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　王子とシンデレラの舞踏会シーンをセンターに配し、物語の名シーンの数々をブルーの濃淡のステッチで散りばめました。銀糸で輝きをプラスして。

2　トートバッグにはお城とかぼちゃの馬車をステッチ。後ろにはガラスの靴のワンポイントを入れて。ビーズやスパングルでキラキラ感をトッピングしています。

ディズニー映画『シンデレラ』の日本公開を記念して、

ホビーラホビーレがコラボレーションキットを発売。

1950年に公開された

アニメ版『シンデレラ』をモチーフにした

ステッチ小物を取り揃えました。

オリジナルのDisneyネームタグがついています。

ホワイトローズブランケット　Z ¥8,802（コットンフィールファイン20488：9コ　402686：4コ　IS：403059）　K ¥73,602　約79 ×79㎝

シャイニーパイナップルポーチ〈ブルー〉　Z ¥1,242 （シャイニーフィル 402682：1コ　IS：403058）　K ¥9,882　約17 ×14㎝

シャイニーパイナップルポーチ〈シルバー〉　Z ¥1,242 （シャイニーフィル 401395：1コ　IS：403058）　K ¥9,882　約17 ×14㎝

シンデレラバッグチャーム　Z ¥2,592　459241　K ¥5,400　約9㎝

レースネックレスⅡ〈ブルー〉　Z ¥2,484　459244　K ¥8,100　約56㎝

6
7
8
9
10

クリアボタン・アソート〈シルバー〉　¥756　459185　約13㎜　7 個付

クリアボタン・アソート（13mm ）　¥756　459184   約13㎜　7 個付

リボンアソート〈ブルー〉　¥864　459171　約55㎝×4 種

メタルフラワーボタン・アソート　各 ¥972 　〈ゴールド〉459169　〈シルバー〉459170　約11.5㎜〜13㎜

リボンシューズポーチ　Z ¥2,700　403074　K ¥11,772　長さ約16㎝

11
12
13
14
15

ブックカバー〈シンデレラ〉　Z ¥3,888　353260　 K ¥14,040　約16 ×12㎝

ポーチ〈シンデレラ〉　Z ¥4,104　353258　K ¥15,120　約13 ×21 ×7㎝

＊1〜5 監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン社　＊イラスト： 髙野紀子 

妖精の呪文で魔法をかけられたかぼちゃの馬車をポーチに

5

パーツできらめきをプラスして華やかに。

シンデレラカラーのラメ糸で編むおしゃれポーチ

清楚な白いバラを編み込んだ、モチーフつなぎのブランケット

ビーズ飾りをつけた手編みのシンデレラシューズ

シンデレラカラーのリボンやボタンをアソートに

かぼちゃの馬車がついたロマンティックなバッグチャーム

レースにビーズをトッピングした清楚なネックレス

7、8　上品な輝きで人気のラメ糸シャイニーフィル１玉で編み上がる、パイナップル編みのポーチ。使い勝手のいい、きんちゃく型は

贈り物にも喜ばれます。

6　２色のコットンフィールファインを効果的に使って、２種類の四角いモチーフを編みつないだブランケット。立体的なホワイトロー

ズがデザインポイントです。

15　縁編みとリボンにパールを編み込んだシューズ形のポーチは、筆記用具やかぎ針入れ

にぴったりのサイズ。短時間で編み上がるニット小物です。

11、12　７種の異なる柄のボタンセット。２種類あります。

13　シンデレラをイメージしたブルーのリボン４種類をセットにしました。

14　３種のメタルボタンをセットにしました。ゴールドとシルバーがあります。

9　ブルーのリボン、かぼちゃの馬車、パール、ティアドロップのクリスタルパーツなど、シ

ンデレラをイメージしたかわいいパーツをいろいろ飾って。

10　ネックレス形のレース土台にブルーのビーズやスパンコールを縫いつければでき上が

り。ハンドメイド初心者でも楽しくつくることができます。

6　

9　

10　

11　 12　

13　

14　

7　

8　

15

ニット
k i t



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　  IS＝つくり方シート　K＝完成品価格

　H ¥1,080　700139　Z ¥12,960　M：2.5m （モードコレクション・綿麻レース〈フラワー〉 310356）　K ¥24,840

　Z ¥4,320　353305　K ¥8,532　約32 ×46 ×12㎝

　Z ¥6,081 （ファインリネン 402748：6コ　IS：403061）  　K ¥29,841

　H ¥1,080　700118　Z ¥5,746　M：1.9m （ストレッチチノ・ボタニカルプリント 310365）　 ¥15,466

満開のひまわりをアップリケ＆ステッチで描くタペストリーとポーチ

1　大輪のひまわりをリバティプリントと光沢のあるパールオーガンジーで鮮やかに表現。銀糸やスパングルのシャイニー感もプラスして明るく。上田葉子さんデザインです。

2　使いやすいサイズのボストン形のポーチにひまわりの花をアップリケし、土台にはビーズやスパングルをトッピング。後面はひまわり柄のリバティプリントを一面に使用しています。持ち手は縫製済みです。

ひまわり咲いた！
5月10日発売

太陽に向かって元気に

黄色い花を咲かせるひまわり。

夏を代表する大きな花を

タペストリーやバッグに咲かせてみませんか。

簡単テクニックのアップリケやキルト、

かぎ針編みなど、さまざまなハンドメイドを

手軽に楽しめるアイテムをご用意しました。

アップリケタペストリー〈ひまわり〉　Z ¥6,696　353269　K ¥34,560　約50 ×50㎝

ミニボストンポーチ〈ひまわり〉　Z ¥4,104　353271　K ¥17,280　約12 ×21 ×5㎝

キルトバッグ〈ひまわり〉　Z ¥7,560　353270　K ¥25,920 　約28 ×49 ×12㎝

＊1､ 2 デザイン：上田葉子 

1
2
3

ひまわりバッグ　Z ¥5,832　403075　K ¥26,568　約21 ×32c㎝

ひまわりポーチ　Z ¥2,906（クロッシュコットン20417・403043・403045：各1コ　マーブル口金10㎝（イエロー）459236：1コ　IS：403063）　K ¥15,866　口幅約10㎝

マーブル口金10cm（イエロー）　¥1,296　459236　約10㎝

マーブル口金12cm（イエロー）　¥1,512　459230　約12㎝

4
5
6

ひまわりのキルトバッグを人気のリバティプリントで かぎ針編みのフラワーモチーフでつくるカラフル小物

3　リバティプリントのひまわり柄〈 スザンナズ・ガーデン 〉を本体全面に使って、花の輪郭を銀糸でキルティング。

ビーズをトッピングして仕上げます。

4、5　本体にフラワーモチーフをアップリケするバッグとポーチ。バッグ本体はポリエ

チレン製のバッグ形ネット、ポーチはすべて手編みです。

ラフルで楽しい
のテキスタイルⅡ

1　

2

3

5

6

4

ニット
k i t



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　  IS＝つくり方シート　K＝完成品価格

ノースリーブワンピース　H ¥1,080　700139　Z ¥12,960　M：2.5m （モードコレクション・綿麻レース〈フラワー〉 310356）　K ¥24,840

コニーバッグⅡ　Z ¥4,320　353305　K ¥8,532　約32 ×46 ×12㎝

スクエアモチーフベスト　Z ¥6,081 （ファインリネン 402748：6コ　IS：403061）  　K ¥29,841

ストレッチパンツ七分丈　H ¥1,080　700118　Z ¥5,746　M：1.9m （ストレッチチノ・ボタニカルプリント 310365）　 ¥15,466

1
2
3
4

ベルスリーブジャケット　H ¥1,080　700114　Z ¥9,936 　M：2.3m （ローンレース・カラー〈４ストライプ〉 310359）　 K ¥21,222

タックスカート65㎝　H ¥1,080　700126　Z ¥4,860 　M：1.5m （サマー・ウィンドウペン 310363）　 K ¥15,660

ジャカードフラワー・スカート　Z ¥6,696　310478　K ¥16,416　＊ジャカード生地、ゴムベルト、説明書付

5
6
7

大人の週末スタイルは、上質素材ですっきりとシンプルに

1、2　刺しゅうのお花を散らした綿麻レースのバッグときれいなシルエットのワンピース。控えめな2 色の刺しゅうが大人の夏の装いにぴったり。

3　１種類の四角モチーフを編みつなぐだけで編み上がる、初心者向けのかぎ針編みベスト。シルクのような光沢のあるファインリネンで。

4　ボタニカル柄のストレッチチノでつくる七分丈パンツ。きれいなシルエットでシワになりにくいので、旅先でのワードローブにもおすすめです。

1　大輪のひまわりをリバティプリントと光沢のあるパールオーガンジーで鮮やかに表現。銀糸やスパングルのシャイニー感もプラスして明るく。上田葉子さんデザインです。

2　使いやすいサイズのボストン形のポーチにひまわりの花をアップリケし、土台にはビーズやスパングルをトッピング。後面はひまわり柄のリバティプリントを一面に使用しています。持ち手は縫製済みです。

ひまわりバッグ　Z ¥5,832　403075　K ¥26,568　約21 ×32c㎝

ひまわりポーチ　Z ¥2,906（クロッシュコットン20417・403043・403045：各1コ　マーブル口金10㎝（イエロー）459236：1コ　IS：403063）　K
マーブル口金10cm（イエロー）　¥1,296　459236　約10㎝

マーブル口金12cm（イエロー）　¥1,512　459230　約12㎝

かぎ針編みのフラワーモチーフでつくるカラフル小物

4、5　本体にフラワーモチーフをアップリケするバッグとポーチ。バッグ本体はポリエ

チレン製のバッグ形ネット、ポーチはすべて手編みです。

■ローンレース ･ カラー〈４ストライプ〉 ■サマー・ウィンドウペン ■ジャカードフラワー・スカートキット
4,320/m　102 〜104cm 幅（レース有効幅98 〜100cm ）
 ［ 綿100% ］  日本製

¥3,240/m　112 〜114cm 幅
［ 綿90%  麻10% ］  日本製

¥6,696　S~3L 対応　ジャカード生地［レーヨン50%  ポリエステル29%　 
ナイロン17%　シルク3%　ポリウレタン1% ］ ・ゴムベルト・説明書付 

310359 310362310360 310363310361

約 25cm 約 20cm

贅沢な刺しゅうを施したストライプ柄のレース。4 種の柄が10cm 間隔で入っています。
ブルー、グレー、ネイビーの３色のカラーをそろえました。

トラディショナルな先染めチェックとして注目のウィンドウペンを清涼感のある綿麻地でご提案。
コーディネートしやすく、着こなしのポイントにもおすすめ。

カラーレースで夏のおしゃれをセンスアップ 上品で大人っぽいウィンドウペンのスカート ソーイング初心者でも簡単に縫い上がるスカート

5　爽やかなブルーのジャケットは、 軽いはおりものとしてデニムからス

カートまで幅広いアイテムによく合います。

6　シンプルでおしゃれな先染めチェック柄のスカートは、リップル加工を

施した涼やかな風合いが魅力。夏を通して着回せます。

7　花ボーダー柄のジャカード生地を筒状に縫って、ウエストと裾を仕

上げればでき上がり。ほどよい落ち感としっとりした肌ざわりをお楽しみく

ださい。

■モードコレクション　綿麻レース〈フラワー〉

■ストレッチチノ・ボタニカルプリント

¥5,184/m　114 〜116cm 幅（レース有効幅100 〜102cm ） 
［ 綿80%  麻20%（リネン ）］  日本製

¥3,024/m　120 〜123cm 幅  
［ 綿95%  ポリウレタン5% ］  日本製

ナチュラルな風合いの綿麻素材に、
２色の糸でフラワー柄を刺しゅう。
厚みがあるので、 ウエアや小物、
インテリアまで幅広いアイテムにお
すすめです。

ほどよい伸縮性のあるボタニカル柄のストレッチ地は、パンツや
スカートなどのボトム向け素材。柄の印象が異なる３配色から
お選びください。

310364 310365 310366

310356

約 20cm

約 30cm

5月10日発売

夏のワードローブは、

涼しくて爽やかな着心地が大切なポイント。

ホビーラホビーレが提案する

シンプルなシルエットに映える、

魅力的なファブリックの数々のほか、

40周年記念の特別企画商品

リバティプリント・ビスポーク柄をご紹介します。

カラフルで楽しい
注目のテキスタイルⅡ

1　

2　

5　

6　

7　

1　

3　

4　



11 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

　H ¥1,080　700143　Z ¥5,530　M：1.6m （リバティプリント・タナローンビスポーク柄 310319）　 K ¥16,427

　Z ¥4,860　459251　K ¥7,344

　H ¥1,080　700107　Z ¥4,148　100cmサイズ：1.2m （リバティプリント・タナローンビスポーク柄 310316）　 

　Z ¥5,238 （コットンリリー 402694：6コ　IS：403060）　 K ¥31,158

　H ¥1,080　700126　Z ¥5,876　 M：1.7m （リバティプリント・タナローンビスポーク柄 310323）　 K ¥16,676

　Z ¥2,592　459255　 K ¥4,860　約45㎝

　Z ¥3,716　353306　K ¥8,576　約31 ×36 ×12㎝

　Z ¥3,111　M：0.9m （リバティプリント・タナローンビスポーク柄 310321）　 K ¥11,751

　Z 各 ¥2,160　〈ピンク〉459249　〈グリーン〉459250 　K ¥4,860　約100㎝

　Z ¥2,808　459248　K ¥5,616　外：約80㎝　内：約60㎝

涼やかなオフホワイト地のボーダー柄でつくる夏の親子ペア

1　ビスポーク柄〈 ベッツィ・マーサ 〉の生地幅をそのまま生かしてチュニックに。グリーン系の配色が爽やか。

2　クリームとホワイトのコットンパールが交互に並ぶロングネックレス。大きなお花のチャームがポイントです。

3　ママと色違いが嬉しいおでかけワンピース。シンプルなシルエットで柄の変化を楽しんで。

爽やかな着こなしで好感度アップ

世界に一つのリバティプリントの布バッグ

ひらひらフリルが大好きな女の子に 夏色のリバティプリントでつくるネックレス
4　ナチュラルな風合いが人気のコットンリリーで編んだシンプルニット。ボ

トムを選ばない便利な一枚です。

5　グリーン系のビスポーク柄〈 スザンナ・ストライプ 〉のスカート。ストライ

プ状の花柄がスカートに陰影をつけて、すっきりとした印象に。

6　ゴールドのチェーンにティアドロップ形のパーツやチャームを飾るペンダ

ントタイプ。9 ピンのテクニックを使います。

7　袋口でタックをたたんだビスポーク柄のバッグ。３柄をストラ

イプ状にはぎ合わせたように見えるのがポイントです。

8　ピンク系のビスポーク柄〈 スザンナ・ストライプ 〉でつくる愛ら

しいティアードスカート。1 種類の生地なのにパッチワークしたか

のような楽しさです。

9、10　チューブ状のテープとスチロール玉でつくるタイプ。ピンク、グリー

ン系は一連。ネイビー系は小さい玉の２連タイプです。

11　バイアステープを使用し、アクリルビーズを間隔をあけてくるんでいます。

リバティプリント ･ タナローン　ビスポーク柄
¥3,456/m　110 〜112cm 幅  ［ 綿100% ］  日本製

リバティプリントの人気柄にアレンジを加えて誕生したのがビスポーク柄。

ホビーラホビーレ創業40周年を記念し、スペシャルなオーダーメイド柄として、

ボーダー、ストライプなど、4柄18種をお届けいたします。
＊5月10日発売2柄／6月10日発売2柄

ベッツィ･ マーサ　Betsy Martha

スザンナ ･ ストライプ　Susanna Stripe

310316 

310321 

310319

310324

310317

310322

310320

310325

310318 

310323

人気柄「ベッツィ」と優しい印象の小花柄を組み合わせて、片耳ボーダーにアレンジした柄。
花のグラデーションを裾に活かしたウエアなどにおすすめ。

「スモール ･スザンナ」「クレア･オード」「スナッグ」の３柄をアレンジ。
雰囲気の異なる３柄の絶妙なバランスにこだわって、ストライプ状に組み合わせました。

約 35cm

約 35cm

1　

3　

4　

5　

6　

7　

8　

9　

10　

11　

6　

2　

5月10日発売40周年記念商品



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

ギャザーネックチュニック　H ¥1,080　700143　Z ¥5,530　M：1.6m （リバティプリント・タナローンビスポーク柄 310319）　 K ¥16,427

コットンパールフラワーネックレス　Z ¥4,860　459251　K ¥7,344

こどものランニングワンピース　H ¥1,080　700107　Z ¥4,148　100cmサイズ：1.2m （リバティプリント・タナローンビスポーク柄 310316）　 

K ¥13,965

リリークロッシェセーター　Z ¥5,238 （コットンリリー 402694：6コ　IS：403060）　 K ¥31,158

タックスカート65㎝　H ¥1,080　700126　Z ¥5,876　 M：1.7m （リバティプリント・タナローンビスポーク柄 310323）　 K ¥16,676

ドロップチャームネックレス　Z ¥2,592　459255　 K ¥4,860　約45㎝

タックきんちゃくバッグ　Z ¥3,716　353306　K ¥8,576　約31 ×36 ×12㎝

こどものティアードスカート　Z ¥3,111　M：0.9m （リバティプリント・タナローンビスポーク柄 310321）　 K ¥11,751

ラッピングネックレス・ライトⅡ　Z 各 ¥2,160　〈ピンク〉459249　〈グリーン〉459250 　K ¥4,860　約100㎝

ラッピングネックレス・ライトⅢ　Z ¥2,808　459248　K ¥5,616　外：約80㎝　内：約60㎝

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

ラッピングネックレス・ハーフ　Z ¥1,836　459280　K ¥3,456　約84㎝

ロングブラウス　H ¥1,080　700142　Z ¥5,832　M：1.8m （リバティプリント・タナローン 310326）　 K ¥18,296

ギャザーネックチュニック　H ¥1,080 　700143　Z ¥6,156　M：1.9m （リバティプリント・タナローン 310338）　 K ¥17,054

クラフトバッグ〈レースガーデン〉　Z ¥5,292　459252　K ¥14,040　約19 ×22 ×10㎝

クラフトヘアゴム〈レースガーデン〉　Z ¥1,728　459254　K ¥5,292 　約5㎝

クラフトネックレス〈レースガーデン〉　Z ¥2,484　459253　K ¥9,504　約40㎝ 

フレンチギャザードレス　H ¥1,080　700144　Z ¥8,100：M：2.5m （リバティプリント・タナローン 310329）　 K ¥18,900

こどものアンプルワンピース　H ¥1,080　700136　Z ¥4,536　100cm サイズ：1.4m （リバティプリント・タナローン 310334）　 K ¥14,354

イージースカート（裏付）　Z ¥6,696　M：1.5m （リバティプリント・シルクコットンローン 310353）　 K ¥17,496

11
12
13
14
15
16
17
18
19

夏スタイルの定番、リバティプリントのサマードレス

17　大胆な草花デザインと多色感が魅力の〈 ハンプトン・ウェディング 〉を、夏のおしゃれ着に。

18　ロングセラーの人気柄〈 エミリー〉は、こどものおでかけ着にもぴったり。ピンクのお花がアクセントの愛らしい人気柄。

涼やかなオフホワイト地のボーダー柄でつくる夏の親子ペア

1　ビスポーク柄〈 ベッツィ・マーサ 〉の生地幅をそのまま生かしてチュニックに。グリーン系の配色が爽やか。

2　クリームとホワイトのコットンパールが交互に並ぶロングネックレス。大きなお花のチャームがポイントです。

3　ママと色違いが嬉しいおでかけワンピース。シンプルなシルエットで柄の変化を楽しんで。

肩ヨークのおしゃれブラウス 日焼けした肌にも映えるカラフルチュニック おめかしの日に使いたいバッグとアクセサリー

盛夏にうれしいたっぷりギャザーのスカート

12　白地に草花を描いた〈 ワイルド・フラワーズ 〉でつくる着心地満点

のブラウス。前ボタンを外せば、はおりものにも。

13　個性的な〈ジョシュア〉を着こなしやすいノースリーブドレスに。夏

ならではの着こなしを楽しんで。

14　 ビーズを縫いつけた大小のレースモチーフを、仕立てたバッグにトッ

ピング。まち部分と持ち手にレース生地を使いました。

15、16　バッグと同じ手法の花モチーフでつくるヘアゴムと、ショートタイ

プのネックレス。立体的な仕上がりがポイント。

19　 軽やかな着心地と、家でお洗濯できる手軽さで人気のシルクコットン

ローンのスカートは、夏に大活躍の一枚に。

夏色のリバティプリントでつくるネックレス

9、10

ン系は一連。ネイビー系は小さい玉の２連タイプです。

11

■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

310353 310354 310355

3 0 cm

夏のウエアやストールにおすすめの、ふんわり軽く、肌ざわりのよいシルクコットンローンに
人気柄〈ダルウィッチ・パーク〉をプリント。家庭で手洗い OK。

12　

13
14

16

15

15

18

19

17



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

リバティプリント･フランダースリネン　¥4,320/m
124〜 125cm幅　［麻100%（リネン）］　日本製

リバティプリント･ストレッチサテン　¥3,240/m
118〜 120cm幅　［綿97%　ポリウレタン3%]　日本製	

リバティプリント･タナローン　ビスポーク柄　¥3,456/m
110〜 112cm幅　［綿100%]　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

リバティプリント･コットンフランダースリネン　¥3,780/m	
108〜110cm幅　［綿70%　麻30%（リネン）]　日本製

　	バイアステープ　¥692/袋
約4cm幅×2m入　［綿100%]　日本製

　	バイアステープ　648/袋
約4cm幅×2m入　［綿100%]　日本製

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

リバティプリント･スカートキット
Z	¥6,696　K	¥23,760　リバティプリント3種、ゴムベルト、つくり方シート入り

　 ラミネート　¥2,160/本
105 〜 108cm幅×約 50cm　［綿100%	表面 PVCコーティング ]　日本製

　 ラミネート　￥2,052/本
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･クルミボタンアソート20mm　¥540/袋
約20mm、3個入

リバティプリント･クルミボタンアソートS　¥648/袋
約12mm、5個入

310306

310329

310353

310377

310333

310326 310328310327

310338

310331

310355

310379

310335 310340

310330

310354

310378

310334 310339

310332

310336 310337

310309310307

310317 310322

310319
310324

310318 310323

310320
310325

310316 310321

310310310308 310311

■ガーラ　Garla

■ハンプトン・ウエディング　Hampton	Wedding（80％縮小）

■ダルウィッチ ･パーク	Dulwich	Park

■マーガレット・アニー　Margaret	Annie（150％拡大）

■エミリー　Emily（75％縮小）

■ワイルド・フラワーズ　Wild	Flowers（150％拡大）

■ジョシュア　Joshua（115％拡大）

■ベッツィ・マーサ　Betsy	Martha ■スザンナ・ストライプ　Susanna	Stripe

百日草、金鳳花、二ゲラ、シーラベンダーなどをモチーフにした、美しい手描きの花柄。
フランダース地方の上質なリネンを使用し、さらりと涼やかな肌ざわりが特長です。

2015年春夏の新柄。ディズニー映画の『生きた花園』に登場する全ての花を、
勢いのあるタッチで手描きした柄。水彩風の表現が美しいデザインです。

ダルウィッチの庭園をヒントに、愛、魔力、紋章、希望や人生の神秘などを象徴する
バラの花を、丁寧に手描きした柄。軽くソフトな風合いのシルクコットンローン素材。

夏の庭園に次々に咲き誇る花々を、ひとつのデザインにまとめた柄。フランダース地方の
上質なリネンを使用した綿麻素材。スラブ感とシャリ感がカジュアル過ぎない表情の生地。

ガーデニング愛好家の庭をイメージし、様々な種類の花をミックスしたデザイン。
花々が咲き誇る春にふさわしい、明るくフレッシュで透明感のある色づけをしました。

英国の野花図鑑の中で見つけたイラストからヒントを得てつくられたデザイン。
繊細に描かれた様々な種類の植物を、デジタルプリントで忠実に表現した柄です。

1999年に初めてタナローンにプリントされた抽象的なデザイン。
でこぼこした四角の中に手描きタッチの花が入り、タイルのように並んだ楽しく愛らしい柄です。

人気柄「ベッツィ」と優しい印象の小花柄を組み合わせて、片耳ボーダーにアレンジ。
花のグラデーションを裾に活かしたウエアなどにおすすめ。

「スモール･スザンナ」「クレア･オード」「スナッグ」の３柄をアレンジ。
雰囲気の異なる３柄の絶妙なバランスにこだわって、ストライプ状に組み合わせました。

向日葵、ゼニアオイ、アンゼリカ、ヒナギク、シャクヤク、紫陽花などが繊細に力強く描かれたデザイン。
伸縮性があり、ロングシーズン着こなしやすい素材感が魅力。

約20cm

約40cm

約40cm 約40cm

約40cm

約25cm

約20cm

約20cm

約9cm

約25cm

約9cm

約20cm

■スイム・ダンクレア　Swim	Dunclare

	シルク35%］

	Seaflower（50％縮小）

	Ann	

	A

	Garden

	Jean

リバティプリントのご紹介 ホビーラホビーレ４０周年記念商品として、スペシャルなオーダーメイド柄（ビスポーク柄）が登場。ソーイング向けでは、
昨年大人気のシルクコットンローン・フランダースリネン・ストレッチサテンに加え、新素材のコットンフランダースリネンもおすすめです。

予約受付開始発売／4月 日（月）20 月 日（金）104

予約受付開始発売／5月 日（日）10 月 日（金）104

予約受付開始発売／5月 日（月）25 月 日（金）104

10

10

	Stripe	

310480

310479

310486 310487 310488
310489 310490

310482 

310485310484

310483 

310481
459175

459174

459177 459178 459179

459176

〈ピンク〉459182

〈ピンク〉459180

〈ネイビー〉310493 〈グリーン〉310494

〈ブルー〉459181

〈ブルー〉459183

〈ブルーグリーン系〉310352〈ピンク系〉310351

40周年記念商品



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

　 ラミネート　¥2,160/本

約40cm 約40cm

約40cm 約40cm

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･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

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

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

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

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

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

310408 310409 310410 310411 310412 310413

310443 310445310444 310446

310452 310453

310447 310448

310473

310414

310449 310450 310451

310454

310457

310428

310475

310416

310456

310459

310430

310474

310415

310455

310458

310429

■マリーナ・シーフラワー　Marina	Seaflower（50％縮小）

■ベッツィ・アン　Betsy	Ann	

■メラニー・A　Melanie	A

■ストロベリー・メドウ　Strawberry	Meadow■デリラ・グレース・キャヴェンディッシュ　Delilah	Grace	Cavendish	

■スザンナズ・ガーデン　Susanna's	Garden

■リグビー　Rigby

■ファーガス　Fergus（75% 縮小）

■メアリー・ジーン　Mary	Jean

トレスコ島の木々の葉と、元々はスカーフ用につくられた柄をベースにして手描きされた柄。
ドレスファブリックとして使いやすいよう、柄サイズをアレンジしました。

リバティ社が誇る様々な花のスタイルを集約した「センス･オブ･リバティ」というテーマの柄。
人気柄「ベッツィ」の縮小版で、リバティプリントらしい小花の密集デザイン。

肖像画の女性が着ているドレスの、シンプルな美しさを表現した柄「メラニー ･アタイ」を、
奥行き感はそのままに、薄い素材でも美しくプリントできるようにアレンジした柄。

１８８３年のウィリアム･モリスのデザイン「ストロベリー ･シーフ」を元につくられた柄。
鳥をメインに花をレイアウトし、単色でプリントした洗練された雰囲気が魅力です。

リバティプリントの歴史の中でも、とりわけ人気の高い１９３０年代の花柄のエッセンスを
凝縮した「デリラ･キャヴェンディッシュ」をアレンジ。よりカラフルになりました。

大小さまざまなひまわりをモチーフにした大胆な大柄、「スザンナ」をアレンジ。
花に１色足すことで白場が減り、よりカラフルな色づけができるようになりました。

様々な野生動物の質感や模様をデフォルメし、花の中に隠して描いただまし絵風のデザイン。
対比する色を組み合わせたり、同系色でまとめたり、色合いで印象も変化します。

可愛らしいバンビが生活している様子を描いた、レトロ感漂うデザイン。
１９８９年の発表以来、日本では根強いファンが多い柄です。

軽く柔らかなシルクコットンローン素材に、色が上に重なり、まるで層になったような
水彩タッチの総柄をプリント。薄い素材のため表裏に差が少なく、巻物などにもおすすめ。

約25cm

約9cm

約20cm

約25cm約9cm

約25cm

約25cm

約9cm

約20cm

リバティプリント･タナローン　ビスポーク柄　¥3,456/m
110 〜 112cm 幅　［綿 100%]　日本製

予約受付開始発売／6月 日（水）10 月 日（金）104

予約受付開始発売／7月 日（金）10 月 日（金）104

310401 310405

310403 310407

310402 310406

310400 310404

■イングリッシュ・ストライプ　English	Stripe	 ■ジューン・ストライプ　June	Stripe	 	
人気の「イングリッシュ･フィールド」「メラニー ･アタイ」「ペッパー」の３柄を組み合わせて片耳ボーダーに
アレンジしたビスポーク柄。繊細な花柄が華やかなデザイン。

「ジューンズ･メドウ」「ガブリエラ」「ケイティ･アンド･ミリー」の３柄を太めのボーダー状に組み合わせた
ビスポーク柄。柄にインパクトがあるので、シンプルなデザインのウエアなどにおすすめ。

310421

310460

310466 310467 310468

310462
310461 

310463

310469
310470 310471 310472

310464 310465

310422 310426
459194

459203

459206 459207 459208

459204 459205

459195 459196 459197 459198 459199

6 月10 日発売の商品です。

詳 細は5 月10 日発 行の MONTHLY 

PRESS vol .53 をご覧ください。

◀︎

7 月10 日発売の商品です。

詳 細は6 月10 日発 行の MONTHLY 

PRESS vol .54 をご覧ください。

◀︎

40周年記念商品



季節の刺し子 刺し子作家として著名な近藤陽絽子さん考案の

吉祥柄２柄と、ローズのモチーフ柄をお届けします。

夏の夜空、天の川をはさんで

出会う織姫と彦星の伝説がテーマ。

土台布に色印刷を用いて、

ラメチュールやキラキラパーツで華

やかに印象的に仕上げます。

1

32

刺し子糸　各 ￥216
刺し子針　￥141　502320　（針長短5本、糸通し入）
＊1、2：4/20発売　3：5/10発売　4、5：発売中
＊1、2デザイン：近藤陽絽子
＊3イラスト：がなはようこ

4
5

1　タペストリーは土台布のグラ

デーション印刷がドラマチック。

2 ステッチクロスは主人公２人を

多色で刺しゅうします。

3 ミニタペストリーは立体的な輪

飾りが楽しいデザイン。

1 米を計る枡と「米」の文字を入れ込み、豊かな収穫

を願って、作られた柄。

八角井桁 Z ¥648　459211 K ¥9,288　（使用糸：a）K

3 ローズ Z ¥864　459213 K ¥8,424　（使用糸：b,d）K

2 秋田の竿灯祭りの提灯をイメージに、吉祥柄の亀甲

をアレンジした柄。

かさね亀甲 Z ¥648　459212 K ¥9,288　（使用糸：c）K

たなばたのモチーフを
輝くアップリケとステッチで

たなばたのタペストリー Z ¥4,752　353262 K ¥27,000　約40×30㎝K
たなばたのステッチクロス Z ¥3,672　353261 K ¥32,400　約47×47㎝K
たなばたのミニタペストリー Z ¥3,240　353263 K ¥16,200　約42×18㎝K
＊1～3イラスト：髙野紀子

1
2
3

452073 452080

452081454438

【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

MONTHLY PRESS  vol.52 2015 年 4 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 5月号 vol.53』は5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（金）からになります。月4 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。

SHOP INFORMATION

SHOP LIST

＊２０１5年 3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

近藤陽絽子　Hiroko Kondo

秋田県生まれ。子供の頃から祖母に手仕事を習い、主婦業のかたわら和裁や洋裁などを楽しむ。30代の頃に「花ふきん」
と出会って以来、秋田県内各地の針上手を訪ね歩き、用途による刺し方の違いを知る。刺し子模様をもとにした「民藝刺し子」
にいそしみ、これまで考案した模様は1,000種類近くにおよぶ。伝統的技法を継承しながら、独自の応用で生み出された数々
の作品は、雑誌などでも取り上げられ、多くの人を魅了している。著書に「嫁入り道具の花ふきん」（暮しの手帖）がある。

4/20
発売

5/10
発売

4/20
発売

た
な
ば
た

4
月
20
日
発
売

リバティプリント
〈ジェニーズ・リボンズ〉
人気色追加発売決定！
2014年春に発売し、大好評いただいたリバ

ティプリント〈ジェニーズ・リボンズ〉のピンク。

皆様からのご要望にお応えし、追加発売いた

します。限定数量につき、どうぞお早めに。

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

 ラミネート　 ￥2,052/本
105～108cm幅×50cm　[綿100%　表面PVC

コーティング]

約8cm

308462

4/20
発売

308572

♦名鉄ホビーラホビーレ
　リニューアルオープンのお知らせ

♦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

♦「ニーナファッションコンテスト」
　作品募集中!

【NEWS】

名鉄ホビーラホビーレは3月25日にメンズ館6階から本館
8階に、リニューアルオープンいたしました。お休みしていた、
ニットレッスンや体験レッスンもはじまりました。スタッフ一同、
皆様のご来店お待ちしております。

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。

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を開催
中です。作品応募締切は8月27日（金）。皆
様のご応募をお待ちしています。詳細は各
店頭POP・ホームページをご覧ください。

♦母の日に手づくりを贈ろう
　〈母の日ギフト体験レッスン〉開催中
ホビーラホビーレおす
すめのキットを使った
レッスンです。初めて
の方でもつくりやすい
テクニックなので、ぜ
ひお気軽にご参加くだ
さい。日程・詳細は各
ショップまで。

▲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。

左：ピンクカーネーション／右：クロスステッチのミニフレー
ム〈ローズ〉とクロスステッチのダブルミラー〈ローズ〉

左：マーブルフローラルセット／右：レッスン12回ご参加の
方に豪華プレゼント!

お洋服のオーダーを期間限定・特別価格のお仕立て代で承っ
ております。ブラウスやワンピースなどデザインは10型。豊富な
ホビーラホビーレオリジナルファブリックの中からお好きな色柄
をお選びいただけます。あな
ただけの特別な1枚をオー
ダーしてみませんか。

♦今ならお得な特別価格!オーダーフェア
　開催中～6月30日（火）

【 EVENT】

左：フレンチギャザードレス
中：ロングブラウス
右：ギャザーネックチュニック&
ワンピース ▲新デザインの3型は4/20から承ります。

＊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。
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