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リバティプリントで夏のおでかけ
涼しく装うソーイング＆ニッティング/ガーデニングライフ/

ホビーラホビーレの歳時記〈夏〉/海からの贈り物/和を楽しむ/季節の刺し子
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　H ¥1,080　700123　Z ¥2,430　100㎝サイズ：0.9m（ギンガム･ローンサッカー 310383）　K ¥12,248 

　H ¥1,080　700122　Z ¥4,860　M：1.8m （ギンガム･ローンサッカー 310385）　K ¥15,758

　H ¥1,080　700144　Z ¥6,750　M：2.5m （ギンガム･ローンサッカー 310387）　K ¥17,550 

　Z ¥1,620　459258　K ¥3,240　約65㎝     

　各 ¥972　A：459191　B：459192　約11.5㎜　8 個入   

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

涼しく装うソーイング
＆ニッティングⅠ
5月25日発売

太陽がまぶしい季節は、涼を感じる素材で快適に過ごしたいもの。

着心地にこだわった夏向けのファブリックやウエアの数々、

夏糸で編むおしゃれ小物など、魅力的なアイテムがそろいました。

お気に入りを見つけて、夏のハンドメイドをお楽しみください。

■ギンガム･ローンサッカー
¥2,700/m　110 ～112cm 幅　［ 綿100% ］　日本製 

310383

310386

310384

310387

310385

310388

約 18cm

80 番手の綿ローンに着こなしやすいギンガムチェックをプリント。
ノーアイロンでカジュアルに楽しめるサッカー地で、
夏のソーイングにおすすめです。カラフルな6 配色でご紹介。

さらっと気持ちのいいワンピースで、お日さまともっと仲良しに

1　人気のローンサッカーは6 色展開。女の子にぴったりの元気なピンクでフレンチワンピースをつくりました。お洗濯が簡単で、すぐに乾くのでバカンスにも大活躍。

2　ノーアイロンで着られるローンサッカーは、T シャツ感覚でラフに着たい一枚。ほどよいリラックス感のあるタックフレンチチュニックで。

3　人気カラーの爽やかなブルー系のワンピース。子どものフレンチワンピースとおそろいでつくれば、かわいい親子ペアが楽しめます。
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こどものフレンチワンピース　H ¥1,080　700123　Z ¥2,430　100㎝サイズ：0.9m（ギンガム･ローンサッカー 310383）　K ¥12,248 

タックフレンチチュニック　H ¥1,080　700122　Z ¥4,860　M：1.8m （ギンガム･ローンサッカー 310385）　K ¥15,758

フレンチギャザードレス　H ¥1,080　700144　Z ¥6,750　M：2.5m （ギンガム･ローンサッカー 310387）　K ¥17,550 

クリアカラーボタン・ネックレスⅡ　Z ¥1,620　459258　K ¥3,240　約65㎝     

クリアカラーボタン・アソート　各 ¥972　A：459191　B：459192　約11.5㎜　8 個入   
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スターターキット・プチバスケット　Z 各 ¥1,944　A（グリーン）：403076　B（ブルー）：403077　C（ピンク）：403078　K 各 ¥4,536

＊7/0 号かぎ針付

リバティプリント・スカート　Z 各¥6,696　（グリーン）310494　（ネイビー）310493　K 各¥23,760　＊生地3種･ゴムベルト･説明書付 

ノースリーブワンピース　H ¥1,080　700139　Z ¥7,938　M：2.1m （リバティプリント・コットンフランダースリネン 310377）　K ¥19,818

グランフラワーバッグ　Z ¥7,560　403079　K ¥28,296　約23 ×38㎝ 
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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　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

かぎ針編みをマスターしながら、小さなバスケットが完成!

6　2 色の〈コットンソレイユ 〉を2 本どりにして底から細編みでぐるぐる編んでいくだけ。キットには、かぎ針

もセットされています。

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

シャーベットカラーのクリアボタンでアクセサリーづくりを

爽やかカラーのリバティプリントで人気のティアードスカートを

4　カラフルなクリアカラーボタンアソートを使ってつくるネックレス。コードにボタンを通せばでき上がるので、

ハンドメイド初心者でも簡単につくることができます。

5　キザミ模様のクリアボタンを8 色に染めてセットにしました。カット部分が光を反射してキラキラきれい。夏

のウエア、おしゃれ小物など、使い方はいろいろです。

7　リバティプリントを組み合わせてつくるミディ丈のスカートセットはグリーン系とネイビー系の2 配色。ふん

わり軽い着心地と涼しさがうれしいアイテムです。

さらっと気持ちのいいワンピースで、お日さまともっと仲良しに

1　人気のローンサッカーは6 色展開。女の子にぴったりの元気なピンクでフレンチワンピースをつくりました。お洗濯が簡単で、すぐに乾くのでバカンスにも大活躍。

2　ノーアイロンで着られるローンサッカーは、T シャツ感覚でラフに着たい一枚。ほどよいリラックス感のあるタックフレンチチュニックで。

3　人気カラーの爽やかなブルー系のワンピース。子どものフレンチワンピースとおそろいでつくれば、かわいい親子ペアが楽しめます。

■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

310377 310378 310379

約 15cm

スラブ感とシャリ感、ほどよい厚みを持つ上質な綿麻素材。
人気柄〈マーガレット・アニー〉を夏のウエア向けに150% 拡大。

きれいめ綿麻リバティプリント&サマーバッグでおでかけスタイル

8　カジュアルになり過ぎない質感が魅力のリバティプリントの綿麻素材を人気のノースリーブワンピースに。夏らし

い鮮やかな色づけが印象的です。

9　ドライな質感と軽さで人気の〈ラフィスグラン 〉で編む細編みのバッグ。バッグができたら、お花を本体にしっか

り編みつけます。
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ニット
k i t

＊ホビーラホビーレ各店でレッスンを行います。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。）

5/25
発売
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　H ¥1,080　700105　Z ¥7,020　M：1.3m （北の模様帖〈diamond〉 310375）　K ¥16,838 

　H ¥1,080　700105　Z ¥7,301　M：1.3m （北の模様帖〈brooch〉 310372）　K ¥17,118 

　H ¥1,080　700135　Z ¥10,260　M：1.9m （北の模様帖〈diamond〉 310376）　K ¥21,060 

　H ¥1,080　700135　Z ¥10,671　M：1.9m （北の模様帖〈brooch〉 310373）　K ¥21,471 

　H ¥1,080　700122　Z ¥5,184　M：2.0m （ボーダーフラワープリント 310380）　K ¥15,984

　Z ¥2,214　（リネン3PLY 400534：2コ　IS：403005）　K ¥10,854　約26 ×29㎝ 

　H ¥1,080　700115　Z ¥5,962　M：2.3m （ボーダーフラワープリント 310382）　K ¥16,762

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

■ボーダーフラワープリント
¥2,592/m　110 ～112cm 幅

［ 綿100% ］　日本製 

310380 310381 310382

約 15cm

ラフに描いた花ボーダー柄を涼やかな綿スラブローンにプリント。
所々に散らしたアクセントカラーが華やか。3 配色をご用意しました。

プリントワンピースと手編みバッグは、素足にサンダルで軽快に フラワーボーダーが際立つ、一枚で絵になるサマードレス

5　色が持つイメージをウエアに生かすことも、爽やかさの演出テクニックのひとつ。涼しげなブルー系のボーダー

プリントが、汗ばむ季節を小粋に装います。

6　細番手のリネン糸〈リネンスリープライ〉を使ったパイナップル編みのバッグ。ナチュラルな風合いとほどよい

カジュアル感が、夏の着こなしのアクセントに。

 

7　裾の大胆なフラワープリントが印象的なワンピース。袖つけが直線で後ろあきもないので、簡単につくること

ができるのもうれしいデザインです。

北の模様帖は「 点と線模様製作所 」
を主宰する岡理恵子さんとホビー ラ
ホビ ー レが共同で企画 ･ 開発した、
生活を楽しむためのファブリックコレク
ションです。

多色刺しゅうの綿レースをシンプルブラウスに

1、2　モダンな雰囲気の綿レースのブラウスは、どんなボトムとも合わせやすいアイテム。

はおりものをプラスすれば幅広いシーンに活躍します。

大人のレースはタックスカートで、甘さ控えめに楽しんで

3、4　地色つきの綿レースをコーディネートしやすいタックプリーツスカートに。同じ布でブラウ

スをつくれば、おしゃれなセットアップになります。

■北の模様帖〈brooch  ブローチ〉 
¥5,616/m　112 ～114cm 幅(レース有効幅100 ～102cm)

［ 綿100% ］　日本製 

310372 310373
ブローチをモチーフにした3 色刺しゅうを、一面に施した綿レース。
トップス向けの白地、スカートや小物におすすめの紺地の2色をご用意しました。

■北の模様帖〈diamond  ダイヤ〉
¥5,400/m　112 ～114cm 幅(レース有効幅100 ～102cm)

［ 綿100% ］　日本製 

310375 310376
シンプルなひし形を、3 色の糸とステッチの使い分けで表現した綿レース。
トップス向けの白地、ボトムや小物に使いやすいグリーンの2 配色です。
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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
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ノースリーブブラウス　H ¥1,080　700105　Z ¥7,020　M：1.3m （北の模様帖〈diamond〉 310375）　K ¥16,838 

ノースリーブブラウス　H ¥1,080　700105　Z ¥7,301　M：1.3m （北の模様帖〈brooch〉 310372）　K ¥17,118 

タックプリーツスカート　H ¥1,080　700135　Z ¥10,260　M：1.9m （北の模様帖〈diamond〉 310376）　K ¥21,060 

タックプリーツスカート　H ¥1,080　700135　Z ¥10,671　M：1.9m （北の模様帖〈brooch〉 310373）　K ¥21,471 

タックフレンチワンピース　H ¥1,080　700122　Z ¥5,184　M：2.0m （ボーダーフラワープリント 310380）　K ¥15,984

パイナップルバッグ（リネン）　Z ¥2,214　（リネン3PLY 400534：2コ　IS：403005）　K ¥10,854　約26 ×29㎝ 

ボックスワンピース（半袖）　H ¥1,080　700115　Z ¥5,962　M：2.3m （ボーダーフラワープリント 310382）　K ¥16,762
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ノースリーブブラウス　H ¥1,080　700105　Z ¥5,703　M：0.8m （フラワーリングレース 310399）　K ¥16,006  

フラワーネックレス　Z ¥3,024　459259　K ¥5,940　約48㎝      

タックフレンチブラウス　H ¥1,080　700122　K ¥7,258　M：1.4m （ボーダー・ラッセルレース 310433）　K ¥18,155 

フラワーマーガレット　Z ¥6,858　(コットンフィールファイン402686：7 玉　20492･20494･20502：各1 玉　IS：403064)　K ¥50,058

ワイドパンツ　H ¥1,080　700102　K ¥6,221　M：1.8m （カラーリネンシャンブレー 310394）　K ¥17,021

フレアギャザードレス　H ¥1,080　700138　K ¥10,887　M：2.4m （綿麻ボーダー・ボタニカルプリント 310390）　K ¥23,847

フラワーストール　Z ¥3,618　(コットンフィールファイン20502：2 玉　20492･20494･402686：各1 玉　IS：403064)　K  ¥27,378

8
9
10
11
12
13
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　  IS＝つくり方シート　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

フラワーボーダーが際立つ、一枚で絵になるサマードレス

■フラワーリングレース ■ボーダー・ラッセルレース

■カラーリネンシャンブレー

■綿麻ボーダー・ボタニカルプリント

¥7,128/m　128～130cm幅(レース有効幅124～126cm)　
［ 綿100% ］　日本製 

¥5,184/m　133 ～135cm 幅 
［ナイロン75% 綿20% ポリウレタン5% ］　日本製

¥3,456/m　144 ～147cm 幅　［ 麻100%（リネン ）］　中国製

¥4,536/m　108 ～110cm 幅　［ 綿85% 麻15% ］　日本製

310397 310431

310391

310389

310398 310432

310392

310390

310399 310433

310393 310394

約 18cm 約 20cm

約 15cm

贅沢に刺しゅうを施したエンブロイダリーレース。
華やかさを生かしたシンプルなブラウスや部分使いなどにもおすすめ。

染め分けされたラインが立体感のある、横ボーダー柄の広幅ラッセル
レース。グレーと使いやすいネイビー2 色をご用意しました。

上質なリネンの先染めシャンブレー。ナチュラルな風合いと夏向けの明るいカラーが涼しげ。
ワンピースやボトムなどにおすすめです。

軽く柔らかな先染めの綿麻ボーダーに、ボタニカル柄をプリント。
ダイナミックな柄の持ち味を生かしたシンプルなウエアに。ブルーとグレーの2 配色展開です。

人気のレースとアクセサリーをホワイトでコーディネート 存在感のあるレースのブラウスはエレガントなサマーアイテム

8　表情のあるレースは、シンプルなデザインに映える上質感が魅力。きれいめカジュ

アルからエレガントまで、様々な着こなしを楽しめます。

9　3 種類のフラワーチャームがキュートなデザイン。9 ピンを使ってパーツ類をつなぎます。

10　ボーダー柄のラッセルレースはトレンドアイテムとして注目の素材。シワになりにくいシンプルブラウスは、車

での移動や旅のワードローブにもおすすめです。

7

ができるのもうれしいデザインです。

大人のためのシック&カジュアルなワードローブ

11　 編み地の両端にフラワーモチーフを編みつなぎました。くるみボタンつ

きでマーガレットにもストールにもなる2way タイプ。

12　注目のワイドパンツは、いろいろなアイテムと組み合わせやすいデザイン。

上質なリネンなので、涼しくてスタイリッシュ。

13　トレンド柄でつくるシンプルドレスは、 たっぷりのギャザーがエレガント。

シーズンを通して活躍する、夏にふさわしいアイテム。

14　ネット編みとフラワーモチーフをストライプ状につないだかぎ針編みのス

トール。4 色の〈 コットンフィールファイン 〉を使って。
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大人のレースはタックスカートで、甘さ控えめに楽しんで

3、4

スをつくれば、おしゃれなセットアップになります。



05 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

花のある暮らしをリバティプリントとステッチで描くタペストリー

1　窓の外で満開の花を咲かせるハンギングバスケットやプランター、ガーデンツールが並ぶ楽しいシーンをアップリケと刺しゅうで仕上げます。リボンやビーズをプラスして。

ガーデニングライフ
5月25日発売

庭木の緑が深みを増し、色とりどりの草花が花を咲かせる季節。

ガーデナーの心踊るシーズンの情景やツールを、

タペストリーやウォールポケットなどの布小物に描きました。

リバティプリントをプラスして、アップリケとステッチをお楽しみいただけます。

アップリケタペストリー〈ガーデン〉　Z ¥6,696　353272　K ¥34,560　約42 ×56㎝     

ウォールポケット〈ガーデン〉　Z ¥4,320　353274　K ¥19,440　約35 ×30㎝    

1
2

アップリケフレーム〈ガーデン〉　Z ¥3,888　353273　K ¥17,280　約18 ×18㎝     

バニティバッグ〈ガーデン〉　Z ¥4,536　353275　K ¥19,440　約17 ×18 ×13㎝

＊1〜4イラスト：がなはようこ 

3
4

　Z ¥4,536　353276　K ¥24,840　約38 ×30㎝

　Z ¥2,376　353279　K ¥12,960　大：約12 ×9cm　小：約10 ×8.5㎝

ガーデニングと実用性を一緒に楽しんで 刺しゅうの花をたくさん咲かせたバニティバッグ小さなコーナーを飾る花をテーマにしたフレーム

2　ハンギングバスケットやツール類をウォールポケットにアップリケ。大

小ポケットには、ハガキや筆記用具などを入れて。

4　ワイヤー口金入りで口が大きく開く使いやすさと、大きめなサイズが

ポイント。後ろ側にはガーデン用の三輪車をステッチして。

3　18 ㎝角のミニフレームにカラフルなお花やガーデンモチーフを集めま

した。アップリケやステッチを気軽に楽しみたい方におすすめ。

1
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06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

1　窓の外で満開の花を咲かせるハンギングバスケットやプランター、ガーデンツールが並ぶ楽しいシーンをアップリケと刺しゅうで仕上げます。リボンやビーズをプラスして。

夏の夜の風物詩、打ち上げ花火を色鮮やかなタペストリーに

1　なだらかな山の稜線を背景に、金糸やビーズを使って大小の花火を夜空いっぱいに描きました。夏祭りのわくわく感、花

火の音が聞こえてきそう。

2　リバティプリントを矢羽模様にはぎ合わせたデザインがかわいいペアのきんちゃく。化粧品やキャンディーなどを入れるのに

ちょうどいい大きさ。プレゼントにも喜ばれるアイテム。

庭木の緑が深みを増し、色とりどりの草花が花を咲かせる季節。

ガーデナーの心踊るシーズンの情景やツールを、

タペストリーやウォールポケットなどの布小物に描きました。

リバティプリントをプラスして、アップリケとステッチをお楽しみいただけます。

アップリケフレーム〈ガーデン〉　Z ¥3,888　353273　K ¥17,280　約18 ×18㎝    

バニティバッグ〈ガーデン〉　Z ¥4,536　353275　K ¥19,440　約17 ×18 ×13㎝

＊1〜4イラスト：がなはようこ 

花火のタペストリー　Z ¥4,536　353276　K ¥24,840　約38 ×30㎝

矢羽のペアきんちゃく　Z ¥2,376　353279　K ¥12,960　大：約12 ×9cm　小：約10 ×8.5㎝

1
2

クロスステッチフレーム〈夏〉　Z ¥3,456　353278　K ¥17,280　約18 ×18㎝

花火のミニタペストリー　Z ¥3,456　353277　K ¥16,200　約42 ×18㎝

＊1、3、4イラスト：髙野紀子 

3
4

4

ポイント。後ろ側にはガーデン用の三輪車をステッチして。

日本の夏のモチーフをクロスステッチでかわいいフレームに 夜空に咲いた大輪の花火をタペストリーに表現

3　風鈴、ほおずき、金魚など、夏らしい風物の数々をクロスステッチで表現します。簡単なテクニックなので、初心者の方

にもおすすめです。

4　夕暮れの縁側で花火を楽しむ様子を描いたタペストリー。土台布にはグラデーションの色印刷

を施し、花火は金糸や銀糸、ビーズを加えて描きます。

夏
5月25日発売

夜空を彩る花火や風鈴、夏祭りのにぎわい……。

懐かしい夏のシーンをタペストリーや

フレームにアップリケ&ステッチで描きます。

ラメ糸やビーズのトッピングを加えた

華やかな仕上がりをお楽しみください。

ホビーラホビーレの歳時記

3

2

4

1



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

　H ¥1,080　700138　Z ¥9,332　M：2.7m （リバティプリント・タナローン ビスポーク柄 310400）　K ¥22,292 

　H ¥1,080　700122　Z ¥6,912　M：2.0m （リバティプリント・タナローン ビスポーク柄 310403）　K ¥17,810 

〈マルチカラー〉　Z ¥3,024　459266　K ¥6,480　約52㎝    

　H ¥1,080　700109　Z ¥7,604　M：2.2m （リバティプリント・タナローン ビスポーク柄 310405）　K ¥18,501 

　Z ¥2,700　459267　K ¥5,940　約91㎝     

　 H ¥1,080　700126　Z ¥6,567　M：1.9m （リバティプリント・タナローン ビスポーク柄 310406）　K ¥17,367  

　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 310407）　K ¥14,516

　Z ¥1,620　459281　K ¥3,564　モチーフ直径約5.5㎝　＊ミニフラワーリリヤンボビン別売 

　¥3,024　458139　大：約6㎝ 　小：約3㎝　編み棒 ･とじ針付　＊発売中   

　Z 各 ¥2,160　a：459264　b：459263　K 各 ¥4,860　約100㎝    

　Z ¥2,808　459262　K ¥5,616　外：約80㎝　内：約60㎝    

色違いのビスポーク柄で2種類のスカートを

6、7　コントラストの効いたネイビー地はタックプリーツ。ふんわ

りソフトなグレー地はたっぷりギャザーを寄せたスカートに。印象

の異なるカラーリングでスカートの雰囲気も変わります。

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

310400 

310404

310402

310406

310401

310405

310403

310407

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 柄を組み合わせた、華やかな片耳ボーダー柄。

〈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 柄を太めの横ストライプ状に組み合わせた柄です。

約 37cm

約 37cm

6月10日発売

一枚仕立てで、品の良い落ち着きや女性らしさを表現できる

リバティプリントは、夏のおしゃれ着のスタンダード。

限定発売のビスポーク柄、クリアで明るい色調の柄など、

この夏のおすすめ柄をアクセサリーや小物とともにご紹介します。

リバティプリントで
夏のおでかけ

胸もとのタックの優しい表情がデザインポイント

4　密 集したフラワーモチーフが並んだビスポーク柄〈 ジューン・ストライプ 〉を、

シンプルなデザインで着こなして。

5　ガラスビーズが涼しげなネックレス。ブルー、クリア、シルバーのビーズをワ

イヤーに通せば完成します。

限定のボーダープリントを生かした、エレガントスタイル

1　リバティプリント・ビスポーク柄〈 イングリッシュ・ストライプ 〉をウエスト切り替えのワンピースに。爽やかなカラーリングが

印象的です。

2　片耳ボーダーの柄を生かしてシンプルなシルエットのワンピースに。大ぶりのネックレスなど、小物づかいのアレンジで様々なシーンに着回せます。

3　フィレンツェ（ イタリア ）のメーカーで色づけされたアクリルビーズをデザインポイントにしたネックレス。リングビーズは9 ピンでつなげます。

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

4

5

5

6

7

2
3

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 

ホビーラホビーレの創業40周年を記念し、スペシャルなオーダー

メイド柄として誕生したリバティプリント・ビスポーク柄。今月は2

柄8種をご用意しました。

40周年記念商品

3



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

フレアギャザードレス　H ¥1,080　700138　Z ¥9,332　M：2.7m （リバティプリント・タナローン ビスポーク柄 310400）　K ¥22,292 

タックフレンチワンピース　H ¥1,080　700122　Z ¥6,912　M：2.0m （リバティプリント・タナローン ビスポーク柄 310403）　K ¥17,810 

フィレンツェビーズネックレスⅡ〈マルチカラー〉　Z ¥3,024　459266　K ¥6,480　約52㎝    

シャーリングチュニック　H ¥1,080　700109　Z ¥7,604　M：2.2m （リバティプリント・タナローン ビスポーク柄 310405）　K ¥18,501 

ガラスビーズネックレス〈ブルー〉　Z ¥2,700　459267　K ¥5,940　約91㎝     

タックスカート　 H ¥1,080　700126　Z ¥6,567　M：1.9m （リバティプリント・タナローン ビスポーク柄 310406）　K ¥17,367  

イージースカート　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 310407）　K ¥14,516

バイアスミニフラワーのヘアゴム　Z ¥1,620　459281　K ¥3,564　モチーフ直径約5.5㎝　＊ミニフラワーリリヤンボビン別売 

ミニフラワーリリヤンボビン　¥3,024　458139　大：約6㎝ 　小：約3㎝　編み棒 ･とじ針付　＊発売中   

ラッピングネックレス・ライトⅡ　Z 各 ¥2,160　a：459264　b：459263　K 各 ¥4,860　約100㎝    

ラッピングネックレス・ライトⅢ　Z ¥2,808　459262　K ¥5,616　外：約80㎝　内：約60㎝    

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

シンプルトートバッグ　Z ¥4,731　〈ブルー〉353308　K ¥9,267　約25 ×39 ×12㎝   

フラワーシュシュ（ピンク）　Z ¥1,415　（クロッシュコットン 20412・20415：各1コ　丸ゴム502451：1コ　IS：403067）　K ¥7,895　2個セット

フラワーシュシュ（ブルー）　Z ¥1,415　（クロッシュコットン 401199・20415：各1コ　丸ゴム 502451：1コ　IS：403067）　K ¥7,895　2個セット　

フラワーシュシュ（グリーン）　Z ¥1,415　（クロッシュコットン 403045・20415：各1コ　丸ゴム502451：1コ　IS：403067）　K ¥7,895　

2 個セット   

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 310416）　K ¥18,900  

ランニングペプラム　 H ¥1,080　700106　Z ¥4,536　M：1.4m （リバティプリント･タナローン 310412）　K ¥15,434 

フラワーリリヤンボビンバッグ〈ブルー〉　Z ¥6,264　459265　K ¥19,008　約17 ×30 ×12㎝　＊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㎝　編み棒 ･とじ針付　＊発売中   

イージースカート　Z ¥4,860　フリーサイズ：1.5m （リバティプリント･タナローン 310408）　K ¥13,500   

タックフレンチブラウス　H ¥1,080　700122　Z ¥5,444　M：1.4m （リバティプリント･シルクコットンローン 310428）　K ¥16,341

11
12
13
14

15
16
17

18
19

6、7

1　リバティプリント・ビスポーク柄〈 イングリッシュ・ストライプ 〉をウエスト切り替えのワンピースに。爽やかなカラーリングが

印象的です。

2

3

きれいな色のボタニカル柄スカートが新鮮

リバティプリントらしい小花柄のブラウス

リバティプリントのシンプルなトートバッグ

夏色のリバティプリントアクセサリー

2個セットのラブリーな手編みのシュシュ

フォーマルシーンにも使えるお花のバッグ

洗練された単色プリントを大人のドレスに 軽やかな着心地とカラフルな水彩タッチが魅力

18　植物園で有名なトレスコ島の植物を題材にした〈 マリーナ・シーフ

ラワー〉のスカートは、初めての方でも簡単につくれるデザイン。

16　小花柄〈 デリラ・グレース・キャヴェンディッシュ〉の多色感が魅力。

デニムに合わせて軽快に着こなして。

11　タナローンに中厚の接着芯をはって仕立てるしっかりしたバッグ。〈デ

リラ・グレース・キャヴェンディッシュ〉で。

8　バイアステープとくるみボタンを使ったヘアゴム。ミニフラワーリリヤン

ボビンでお花をつくっています。

9、10　カラフルな新柄〈 マリーナ・シーフラワー〉でつくるラッピングネッ

クレス・ライト。10 は9 より小さい玉を使った2 連タイプ。

12、13、14　ローズの花びらを引き立てる縁の引抜き編みがデザイン

ポイント。2 色のクロッシュコットンを効果的に使いました。

17　フラワーリリヤンボビンでつくったお花をバッグ一面にトッピングし

たかわいいバッグ。持ち手や口金にもこだわって。

15　人 気 柄〈 ストロベリー・メドウ 〉でつくる、 落ち着いた雰 囲 気のワン

ピース。新しいデザインのフレンチギャザードレスの型紙を使っています。

19　薄いシルクコットンローンは着ていることを忘れるほどエアリーな素

材。華やかで着回し力のある夏のブラウスです。

■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 

310428 310429 310430

約 30cm

軽く、肌ざわりの良いシルクコットンローンに新柄〈メアリー・ジーン〉をプリント。
家庭で手洗いできるウォッシャブル加工が施されています。 

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

8

10

11

15

16

18

19

17

12

13

14

9 a

9 b



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

　Z ¥6,696　353281　K ¥34,560　約50 ×50㎝　＊デザイン：上田葉子   

　Z ¥3,240　353283　K ¥12,960　各約11 ×11㎝　6 枚セット　＊イラスト：がなはようこ   

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、大人気のシルクコットンローンに加え、新素材のコットンフランダースリネンもおすすめです。

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

310377 310379310378

■マーガレット・アニー　Margaret Annie（150％拡大）
夏の庭園に次 と々咲き誇る花々を、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。

約20cm

予約受付中発売／5月 日（月）25 予約受付中発売／6月 日（水）10

予約受付中発売／6月 日（水）10

予約受付中発売／7月 日（金）10

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

310428 310430310429

■メアリー・ジーン　Mary Jean
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20cm

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

　 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

310408 310409 310410 310411 310412 310413 310414 310416310415

■マリーナ・シーフラワー　Marina Seaflower（50％縮小） ■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 
元々はスカーフ用につくられた柄と、木々の葉のモチーフをミックスして
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。

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。
鳥の周囲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〉をよりカラフルにアレンジしました。

約25cm 約25cm約9cm

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

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柄を太めの横ストライプ状に組み合わせた
ビスポーク柄。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 310422 310426
459194 459195 459196 459197 459198 459199

40周年記念商品

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

　 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

310443 310445310444 310446 310447 310448

310473 310475310474

■ベッツィ・アン　Betsy Ann 

■メラニー・A　Melanie A

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。

約9cm

約20cm

310454 310456310455

■リグビー　Rigby
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と、その色合せで印象も変化します。

約25cm

310460 310462
310461 

310463

310457 310459310458

■ファーガス　Fergus（75% 縮小）
かわい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この柄を、透明感のある色づけでご紹介。

約9cm

310470 310471 310472

310464 310465459203

310452 310453310449 310450 310451

■スザンナズ・ガーデン　Susanna's Garden
大小様々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。
特別に花に１色プラスし、カラープリント部分を増やすことで、よりカラフルな色づけになりました。

約25cm

310466 310467 310468
310469459206 459207 459208

459204 459205



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

シェルのアップリケタペストリー　Z ¥6,696　353281　K ¥34,560　約50 ×50㎝　＊デザイン：上田葉子   

シェルのコースター　Z ¥3,240　353283　K ¥12,960　各約11 ×11㎝　6 枚セット　＊イラスト：がなはようこ   

1
2

シェルのミニクロス　Z ¥3,024　353282　K ¥14,040　約40 ×40㎝　＊イラスト：がなはようこ    

シェルモチーフコースター　Z ¥2,106　（オーガニックシェイプ 401002・401725：各1コ　IS：403066）　K ¥8,586　6 枚セット

3
4

海からの
贈り物

6月10日発売

きれいな巻き貝や二枚貝は、

海を感じる人気のモチーフ。

アップリケ、ステッチ、手編みなど、

お気に入りのハンドメイドで、

暮らしにシェルモチーフを取り入れてみませんか。

パールやラメ感をプラスしたチュールや

オーガンジーなど、新しい素材づかいも注目です。

夏のティータイムに刺しゅうのコースターを シェルモチーフをパステルカラーでステッチ ツートンカラーのかぎ針編みのコースター

2　銀糸とブルーの刺しゅう糸で、6 種類のシェルモチーフをステッチし

た6 枚セット。ファインローンのかわいい水玉の裏布をつけました。

3　様々な種類のシェルをシンプルなテクニックで刺しゅうした40cm 角のク

ロス。ソフトな色合いをベースに、銀糸で輝きをプラスしています。

4　3 種類のシェルモチーフを2 配色ずつ編み上げる、6 枚セットのコー

スター。ブルーと白の〈 オーガニックシェイプ 〉を1 玉ずつ使って。

ブルー系のファブリックときらめく素材でシェルを爽やかに表現

1　きれいなリバティプリント、パールオーガンジー、ラメチュールをアップリケ。さらに、銀糸やきらきらパーツもトッピングして、涼しげに仕上げます。

1

2

3

4

■ストロベリー・メドウ　Strawberry Meadow
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。
鳥の周囲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。
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■80ローン・カラーレース
¥4,536/m　108 ～110cm 幅　(レース有効幅98
～100cm)　［ 綿100% ］　日本製

80 番手の綿ローンに太めの糸でフラワー柄の刺しゅうを施しま
した。土台布と刺しゅう糸の色合わせにこだわり、軽やかさとほ
どよい透け感が魅力です。

310437

310435 310436

約 15cm

■コットンジャカード・カモフラージュ■ジャカードチドリボーダー・スカートキット
¥3,024/m　118 ～120cm 幅

［ 綿100% ］　日本製
¥6,696　S ～ LL 対応
ジャカード生地［ ポリエステル52%　レーヨン39%　キュプラ7%　
ポリウレタン1%　ナイロン1% ］・ゴムベルト・説明書付 晩夏まで活躍する、シックなカモフラージュ柄。しな

やかな肌ざわりでワンピースやチュニック、ボトムなど、
幅広いデザインにお使いいただけます。

310438

約 20cm

初めてのソーイングにもおすすめ さっそうと着こなしたいカモフラージュ柄スカート

レース素材のブラウスと手編みストールで清々しく

ビーズ編みのカラフルポーチ

ビーズのスパイスを効かせたクロッシェバッグ

人気のファッションアイテムでかわいくまとめ髪

3　今日縫って、明日着られる 、直線縫いだけででき上がる人気

のジャカード織のスカートキット。ネイビー地に千鳥格子が浮き

あがる、贅沢な素材が魅力的。

4　注目のジャカード織のカモフラージュ柄をシンプルなスカートに。カットソー

やブラウスなど、どんなトップスとも相性がいい便利なアイテムです。

1　腰が隠れるロングブラウスは、はおりものにもなる便利なアイテム。上品なシアー感とニュ

アンスのあるクリームグレーなので、どんなボトムにもマッチします。

2　お花のように揺れる縁編みがポイントのストール。シャリ感とソフトな肌ざわりが持ち味の

コットン糸、〈 オーガニックシェイプ 〉で編んでいます。

7　コロンとかわいいポーチは、口金も編み糸の〈クロッシュコットン 〉も

すべて新色。色違いでつくってプレゼントにも。

6　カラフルなビーズを編み込んだネット編みのバッグ。コンパクトにたた

めるのも魅力。

5　小さな花モチーフを編みながらつないでつくるヘアバンド。さらりとした

清涼感が魅力の〈クロッシュコットン 〉で編みました。

涼しく装うソーイング
＆ニッティングⅡ
6月10日発売

透け感と贅沢な素材感を取り入れて、

暑い季節を爽やかに。

レースやジャカードなどの

人気ファブリック、

編みやすいコットンやリネンの糸を、

おすすめデザインでご紹介します。

ロングブラウス　H ¥1,080　700142　Z ¥10,887　M：2.4m （80 ローン・カラーレース 310435）　K ¥23,350   

クロッシェフラワーストール　Z ¥2,970　（オーガニックシェイプ 401725：3コ　IS：403065）　K ¥22,410

ジャカードチドリボーダースカート　Z ¥6,696　310368　K ¥16,416　＊ジャカード生地、ゴムベルト、説明書付   

セミフレアスカート　H ¥756　700033　Z ¥4,536　M：1.5m （コットンジャカード・カモフラージュ 310438）　K ¥14,256  

フラワーヘアバンド　Z ¥1,415　（クロッシュコットン 20419･402057：各1コ　丸ゴム 502452：1袋　IS：403067）　K ¥7,895

1
2
3
4
5

クロッシェビーズバッグ　Z ¥3,888　403080　K ¥14,688　約30 ×28㎝ 

マーブルビーズポーチ　Z 各¥3,240　A（グリーン）：403081　B（ブルー）：403082　 C（ピンク）：403083　K 各¥20,520　約7 ×11㎝ 

マーブル口金10㎝　各 ¥1,296　（クリアブルー）459233 　（クリアグリーン）459234 　（濃ピンク）459235   

マーブル口金12㎝　各 ¥1,512　（クリアブルー）459227　 （クリアグリーン）459228　 （濃ピンク）459229 

6
7
8
9

1

5

2

3

4

8、9

7

ニット
k i t

6

ニット
k i t

A

B

C



12

注目のファンシーヤーン

プチフルール
繊細な風合いと軽やかさが魅力！佐藤繊維株式会社代表取締役であり、

糸作家としても著名な佐藤正樹さんと共同開発した手編み糸〈プチフルール〉が発売中です。

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

1　プチフルールボレロ Z ¥6,426（プチフルール 403040：2コ　IS：403056）
K ¥25,866　K
2　プチフルールストール Z ¥3,402 （プチフルール 403042：1コ　IS：403057）
K¥16,362

「毛糸だま夏号」の「行け行け、あ

みもの探検隊」に佐藤正樹さんが

登場！プチフルールを使用した、

広瀬光治さんデザインのショール

も掲載。佐藤繊維の山形工場や

東京のショールームなどの様子も

うかがえます。

Check!

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、かわいい旗が

ついた糸を撚り合わせたファンシーヤーン。太めの針で編

むはおりものなどに。全３色。

佐藤正樹　Masaki Sato

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。自ら世界各地を飛び回り、巡

りあう稀少な原料からこだわりの糸を紡いでいます。モヘヤ、アルパカ、ウールなどその原料のポテンシャル

を最大限に生かし、他にはないオリジナリティ豊かな糸を作り、個性的なテキスタイルを提案しています。

【message】　グラデーションに染めた糸を小さな花が咲いたように仕上げたファンシーヤーン

と、フラッグモール、張りと清涼感のある綿糸を撚り合わせて、これからのシーズンにぴったりの糸

〈プチフルール〉を作りました。ざっくり編んでショールやボレロに。さわやかでやさしい色合いが

揃っています。もっと気軽に糸を手に取り遊んでほしいと思います。編み物だけに留まらず、ラッピ

ングのリボンの代わりにしたり、時には髪を束ねたり、自由に楽しんで糸と戯れてください。

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。

▲「毛糸だま2015夏号NO.166」日本ヴォーグ社刊行　　　
　全国の書店にて発売中◀広瀬光治さんデザインのショール

発売中
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日本各地の名所や行事をぎっしり詰め込んだステッチクロス

1　色印刷の日本列島に、山海のごちそうや世界遺産、愛らしい民芸品や風物など、各地のお国自慢を楽しくステッチ。外国の方へのプレゼントにもおすすめです。

6月10日発売

美しい手仕事が各地に伝わる「日本」を再発見してみませんか。

観光名所や名物を刺しゅうで巡る人気シリーズの新作ステッチクロス、

雪国の暮らしから生まれたこぎん刺し。

どちらもシンプルな技法でお楽しみいただけます。
和を楽しむ



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

ステッチクロス〈日本〉 Z ¥3,456　353284 K ¥34,560　約47×47㎝　＊イラスト：平野明子K
こぎん刺しのコースター Z ¥3,240　353286 K ¥16,200　約11×11㎝　6枚セットK

1
2

こぎん刺しのポーチ Z ¥3,024　353285 K ¥14,040　約10×18×4㎝K
こぎん刺しのブックカバーぎぎ Z ¥3,240　353287 K ¥11,880　約16×12㎝K

3
4

暮らしの中で見つけた愛らしい形をコースターに トラディショナルな配色の口金ポーチ 洗練された連続模様をブックカバーに刺して

2　「花こ」「うろこ」「ふくべ（ひょうたん）」などの伝統柄をアレンジし

て6柄をコースターに刺しました。糸はホビーラホビーレオリジナルの綿

麻糸〈コットンリリー〉を使っています。

3　バネ口金で開け閉めするポーチの柄は、伝統柄の雪をモチーフにした

アレンジ柄。手軽に刺し上がるサイズです。

4　「うろこ」と「豆こ」の伝統柄に飾り模様を加えたデザイン。初めての

方でも目をすくいやすい、こぎん刺しに適した布を使って、仕立てまで楽

しむキットです。

近年、モダンな刺しゅうとして注目されているこぎん刺しは、青森県津軽に伝わる刺し子の技法の一つです。冬の寒さを防

ぎ、布を補強するために生まれ、身近な動植物や風物をモチーフにした美しい模様が数多く伝承されています。かつて津軽

の娘たちは、7、8歳になると針を持ち始め、17、8歳で立派な刺し手として嫁入り支度の着物の準備をしていたとか。親しま

れている模様には、かわいいものの語尾に愛称として「こ」をつける津軽弁の名前がつけられ、「花こ(花)」「豆こ(豆)」など

と呼ばれています。

刺し方は、縦糸の目を1、3、5、7と奇数ですくって、糸を横に渡しながら幾何学模様をつくっていくのが基本。模様の一単

位は「もどこ」と呼ばれ、この単位模様を複雑に組み合わせて様々な幾何学模様を刺すことができるのです。

シンプルな手法なので、初めての方にもおすすめです。

北国の暮らしに育まれた美しい伝統の技を、ぜひお楽しみください。

こぎん刺しとは



季節の刺し子ニーナドレスセット
登場。和洋のキッチン道具をモチーフにしたクロスもご用意しました。

〈シンデレラ〉スタイルのニーナが登場！

かわいい髪飾りや白い手袋、透明な靴をはいて、

気分はすっかりプリンセスです。

1

3

2

4

寄せ模様Ⅱ〈ライトブルー〉 Z ¥843　459214 K ¥9,483K
（使用糸：c）

台所 Z ¥648　459215 K ¥8,208　（使用糸：c）K
変わり麻の葉Ⅱ Z ¥756　458914 K ¥8,856　（使用糸：a）K
キッチン Z ¥648　456252 K ¥6,912　（使用糸：b）K
刺し子糸　〈a：ぼかし〉¥324　〈b～ c：単色〉¥216
刺し子針　￥141　502320　（針長短5本、糸通し入）
＊できあがりサイズ：1  約30×36㎝ 2～4  約32×37㎝
＊2、4イラスト：がなはようこ

1

2
3
4
5
6

5月25日発売

ドレスセット〈シンデレラ〉 Z ¥3,780 353280 K ¥15,120　＊ドール本体別売K
ドール本体キット・ニーナ（顔刺しゅう入り） Z ¥3,780　353180 K ¥10,800　＊ドール本体縫製済　＊発売中K

458916

452073

459225

【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.53 2015 年 5 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 6月号 vol.54』は6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（日）からになります。月5 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4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 4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

プリンセスに変身、〈シンデレラ〉ニーナ

ブルーのドレスのシルエット、黒いリボンのチョーカー、髪飾りまで、〈シンデレラ〉のファッション

をイメージしたデザインをお楽しみください。

5/25
発売

6/10
発売

♦ミシン購入キャンペーン！
　5月20日（水）日～6月30日（火）

【 EVENT】

5月20日よりホビーラホビーレオリジナルミシンがバージョンアップし
て新発売。期間中、オリジナルミシン、NEWオリジナルミシン、コン
ピューターミシンをお買い上げいただいた方にミシン糸6色セットを
プレゼントいたします。この機会にソーイングを始めてみませんか。

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）

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

♦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

♦「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」掲載作品展示

♦そごう千葉店にて
　青木和子さんのスペシャルレッスン開催

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。

青木和子さんの最新刊に掲載されている作品
の一部を期間限定で展示いたします。
5月10日(日) ～16日(土 )　　二子玉川店
5月20日(水 ) ～26日(火 )　　自由が丘店　　
5月30日(土 ) ～6月8日(月)　そごう千葉店

5月30日(土 )
フラットバッグ〈Rabbit〉
可愛らしいうさぎや小さな草花を刺しゅうしたバッグをつくります。
参加費￥7,560
詳細はそごう千葉店まで。

◀イージースカート

▲レッスン12回ご参加の方に豪華プレゼント!

♦「ニーナファッションコンテスト」作品募集中!
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。

▲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。

◀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

＊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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