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刺し子のある暮らし
ウキウキシロクマの夏休み/ホビーラホビーレの歳時記〈おつきみ〉/

Mid summer ニット＆ウエア/今いちばん欲しい この夏のリバティプリント/ブライダル/

サマークロッシェニット/季節の刺し子/手づくりをはじめよう 夏休みスターターキット
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　Z ¥3,672　353288　K ¥32,400　約55 ×47㎝

　Z ¥3,888　403085　K ¥14,688　高さ約18㎝

　Z ¥4,320　353289　K ¥16,200　約20 ×30 ×12㎝

　Z ¥3,024　353291　K ¥12,960　約12.5 ×22 ×5㎝

　Z ¥3,024　353290　K ¥11,880　約16 ×20㎝

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

6月20日発売

大人気のかわいいシロクマがリゾートアイランドでのんびりバカンス。

読書やお昼寝、サーフィン、ウクレレ……、

楽しい時間をシロクマとご一緒に。

ハンドメイドで真夏のビーチへお出かけください。

ビーチでごきげん!　シロクマをモチーフにしたハンドメイド

1　かわいいシロクマがビーチで休日を過ごす様子をステッチ。簡単なラインステッチなので、刺しゅうが初めての方やお子さまも楽しくチャレンジできます。

2　カラフルな浮き輪を持って麦わら帽子をかぶったかわいい編みぐるみ。おすわりできるウキウキシロクマは、細編みで編んだ本体に目鼻をつけ、口はステッチで仕上げます。

ウキウ
キシロクマの夏休み
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ステッチクロス〈ウキウキシロクマの休日〉　Z ¥3,672　353288　K ¥32,400　約55 ×47㎝

大きなウキウキシロクマ　Z ¥3,888　403085　K ¥14,688　高さ約18㎝

トートバッグ〈ウキウキシロクマの休日〉　Z ¥4,320　353289　K ¥16,200　約20 ×30 ×12㎝

ポーチ〈ウキウキシロクマの休日〉　Z ¥3,024　353291　K ¥12,960　約12.5 ×22 ×5㎝

ブックカバー〈ウキウキシロクマの休日〉　Z ¥3,024　353290　K ¥11,880　約16 ×20㎝

1
2
3
4
5

ウキウキ・シロクマ　Z ¥2,160　402287　K ¥8,640　高さ約13㎝

ウキウキシロクマボトルホルダー　Z ¥3,240　403086　K ¥14,040　大小2コセット（500㎖ ･350㎖サイズ）

リングネックレス　Z 各 ¥2,484　A（アカ）：403087　B（ブルー）：403088　C（モノトーン）：403089　K 各 ¥8,964　

＊1･3～5 イラスト：ひろはたゆうこ

6
7
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表示価格はすべて消費税込みの価格です。000000 は商品コードです。お問い合わせ時にお伝えください。Z＝材料セット価格　K＝完成品価格

シンプルなステッチが魅力のバッグとポーチ かわいいシロクマ小物で、いつでもマリン気分が楽しめそう

手編みのボトルホルダーセットをマリンテイストで 細編みのカラフルなリングを編みつないだネックレス

3　半縫製済みの本体に、パームツリーの下でウクレレを奏でるシロクマをブルーの濃淡の刺しゅう糸でステッチ。

後ろ面には海に浮かんだ浮き輪でお昼寝するシロクマ。シルバー糸のキラキラ感がポイント。

4　表面はのんびりと海をながめるシロクマを、後ろ面は砂に埋まってお昼寝している様子が描かれています。ビー

ズのファスナー飾りがポイントです。トートバッグとおそろいも素敵。

5　ビーチでお昼寝、水遊び……。のんびりくつろぐシロクマを半縫製済みの本体にステッチします。読書や動

物好きの方へのお礼や贈り物に、いかがでしょう。

6　 浮き輪を持った編みぐるみのウキウキ・シロクマは、 バッグチャームなどにぴったり。 短 時 間で編み上がる、

ほっこり和みの夏小物です。

7　爽やかなボーダー模様の本体に、別々に編んだウキウキシロクマと友達の小鳥をアップリケしました。500㎖、

350㎖の2 サイズが編み上がるので、ペアでも楽しめます。

8　ブルー系とアカ系は〈クロッシュコットン 〉の新色を使った鮮やかなカラーのネックレス。

シックなモノトーンもおしゃれです。シンプルな装いのアクセントに。

ビーチでごきげん!　シロクマをモチーフにしたハンドメイド

1　かわいいシロクマがビーチで休日を過ごす様子をステッチ。簡単なラインステッチなので、刺しゅうが初めての方やお子さまも楽しくチャレンジできます。

2　カラフルな浮き輪を持って麦わら帽子をかぶったかわいい編みぐるみ。おすわりできるウキウキシロクマは、細編みで編んだ本体に目鼻をつけ、口はステッチで仕上げます。

7/10
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03 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

	

おつきみ
6月20日発売

秋の名月を愛でるおつきみは、平安時代から続く伝統行事。

おつきみをテーマにしたアップリケ&ステッチ小物が揃いました。

タピストリーには愛らしいうさぎに新しい仲間が加わり、よりにぎやかに。

玄関先やリビングなど、飾るスペースやお好みに合わせて、

3種類のデザインからお選びください。

月明かりの山で、歌って踊るかわいい動物たちをタペストリーに

1　満月の夜、月見の宴に集まってきた森の動物たちを、秋草と一緒に描きます。淡く色づいた部分はオーガンジーでアップリケ。金糸やビーズのトッピングで華やかに仕上げます。

2　ミニタペストリーには、うさぎの親子がおつきみをしている様子を。お団子はカット済みのフェルトでふっくらと。金色のブレードや金糸、ビーズでキラキラ感を加えました。

3　手軽につくることができるのが嬉しいミニフレームは、休日のハンドメイドにおすすめ。おつきさまを見ながら、ぴょんと跳ねるうさぎが愛らしいデザイン。

おつきみのタペストリー　Z ¥4,536　353292　K ¥24,840　約38 ×30㎝

おつきみのミニタペストリー　Z ¥3,240　353293　K ¥16,200　約42 ×18㎝

1
2

おつきみのミニフレーム　Z ¥2,808　353294　K ¥10,800　約13 ×13㎝

＊1〜3イラスト：平野明子

3
　H ¥1,080　700139　Z ¥6,804　M：2.1m （コットンジャカード・フラワー 310441）　K ¥18,684

　Z ¥2,916　459269　K ¥4,536　約43㎝

　H ¥1,080　700143　Z ¥5,433　M：1.9m （フレンチリネンシャンブレー 309067）　K ¥16,233

ホビーラホビーレの歳時記
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04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

307003 309067

■コットンジャカード・フラワー	 ■フレンチリネンシャンブレー
¥3,240/m　118 〜120cm 幅

［ 綿100% ］　日本製
¥2,808/m　144 〜147cm 幅

［ 麻80%（リネン ）　綿20% ］　中国製
約 20cm

晩夏まで活躍するシックなボタニカル柄のジャカード素材は、
しなやかな風合いが魅力。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すすめです。

上質なリネンを使用して織り上げた、綿麻シャンブレー。軽く、
さらりとした風合いは、夏のウエアにぴったり。おすすめの2
配色をご用意しました。

310441

月明かりの山で、歌って踊るかわいい動物たちをタペストリーに

1　満月の夜、月見の宴に集まってきた森の動物たちを、秋草と一緒に描きます。淡く色づいた部分はオーガンジーでアップリケ。金糸やビーズのトッピングで華やかに仕上げます。

2　ミニタペストリーには、うさぎの親子がおつきみをしている様子を。お団子はカット済みのフェルトでふっくらと。金色のブレードや金糸、ビーズでキラキラ感を加えました。

3　手軽につくることができるのが嬉しいミニフレームは、休日のハンドメイドにおすすめ。おつきさまを見ながら、ぴょんと跳ねるうさぎが愛らしいデザイン。

6月20日発売

上質なトレンド素材で楽しむ、大人スタイルをご紹介。

一枚でおしゃれに決まるシンプルなドレスに、

今を感じるアクセサリーや小物をプラスして。

モノトーンのコーディネートでクール&スタイリッシュな装い

1　プリントとはひと味違うボタニカル柄のジャカードがスタイリッシュな雰囲気。はおりものやソフトジャケットを組み合わせると、秋口まで活躍します。

2　大粒のパールをセンターに左右にチャトン（ カン付ラインストーン ）のチャームをつなげたショートタイプのネックレス。

3　シャリ感とほどよい張りのあるリネンシャンブレーをシンプルなワンピースに。今シーズン注目のデニムテイストを良質な素材で着こなして。

4　パーツの上下をつぶし玉で留めて仕上げるステーションタイプのロングネックレス。パールやシルバーなど、夏にふさわしい色や質感でまとめました。

5　リネン糸で編んだカバーをバスケットにかぶせれば、夏らしいかごバッグのでき上がり。縁飾りにはビーズをカラフルに編み込みました。

ノースリーブワンピース　H ¥1,080　700139　Z ¥6,804　M：2.1m （コットンジャカード・フラワー 310441）　K ¥18,684

シャンデリアパールネックレス　Z ¥2,916　459269　K ¥4,536　約43㎝

ギャザーネックワンピース　H ¥1,080　700143　Z ¥5,433　M：1.9m （フレンチリネンシャンブレー 309067）　K ¥16,233

1
2
3

マルチビーズネックレス〈ホワイト〉　Z ¥3,456　459270　K ¥7,560　約96㎝

ビーズリリーバスケット　Z ¥6,048　403084　K ¥16,848　約18 ×30㎝
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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　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

　Z 各 ¥2,160　a：459278　b：459277　K 各 ¥4,860　約100㎝

　Z ¥2,808　459276　K ¥5,616　外：約80㎝、内：約50㎝

　Z ¥1,944　459282　K ¥3,888　約53㎝

　H ¥1,080　700106　Z ¥7,128　M：2.2m （リバティプリント・タナローン 310450）　K ¥18,026

　Z ¥3,456　459273　K ¥7,776　約57㎝

夏らしい配色のリバティプリントでつくるネックレス シンプルドレスで人気のひまわり柄を爽やかに着こなして

1、2　1 は一連タイプ、2 は小さい玉の二連タイプ。チューブ状のテープにス

チロール玉を入れて、丸カンで留めるのをくり返す、カンタン手仕事。

3　バイアステープを使って、16mm の大玉ビーズをくるんでつくります。

4　大胆な花柄〈 スザンナズ・ガーデン 〉のブルー系は、落ち着いた雰囲気が魅力。

定番ワンピースでリバティプリントの装いを楽しみます。

5　丸カンを使ってパーツをリズミカルにつないでつくるネックレス。白いカメリアのパーツが上品なデザインポイントです。

今いちばん欲しい
この夏の
リバティプリント
7月10日発売

好きな布、好きなシルエットは、ずっと変わらないもの。

人気の柄に今年らしい色づけ、特別なアレンジを加えた、

この夏におすすめのリバティプリントを

シンプルな着こなしが映えるアイテムとともにご紹介します。

3

2

1 a

1 b

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× 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

■ベッツィ・アン　Betsy Ann 
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。

約9cm

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



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　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

ロングセラーのかわいい人気柄で親子ペアのおでかけスタイル

6　爽やかなブルー系のリバティプリント〈 ベッツィ・アン 〉でつくる大人っぽいデザインのブラウス。パンツでもスカートでも、おしゃれな雰囲気に。

7　キュートなピンク系は、衿つきのおでかけワンピースにぴったり。ちょっとおめかししたい日に活躍します。

ラッピングネックレス ・ライトⅡ　Z 各 ¥2,160　a：459278　b：459277　K 各 ¥4,860　約100㎝

ラッピングネックレス ・ライトⅢ　Z ¥2,808　459276　K ¥5,616　外：約80㎝、内：約50㎝

ラッピングネックレス ・L　Z ¥1,944　459282　K ¥3,888　約53㎝

ランニングワンピース　H ¥1,080　700106　Z ¥7,128　M：2.2m （リバティプリント・タナローン 310450）　K ¥18,026

プチカメリアネックレス　Z ¥3,456　459273　K ¥7,776　約57㎝

1
2
3
4
5

ホルターネックブラウス　H ¥1,080　700094　Z ¥4,536　M：1.4m （リバティプリント・タナローン 310445）　K ¥15,401

こどものフレンチワンピース　H ¥1,080　700123　Z ¥3,564　100㎝サイズ：1.1m （リバティプリント・タナローン 310444）　K ¥13,382

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 310458）　K ¥17,054

ノースリーブワンピース　H ¥1,080　700139　Z ¥6,804　M：2.1m （リバティプリント・タナローン 310455）　K ¥18,684

ドルマンブラウス　H ¥1,080　700125　Z ¥5,832　M：1.5m （リバティプリント・シルクコットンローン 310473）　K ¥15,650

6
7
8
9
10

遊びごころのあるプリントをチュニックに

シンプルドレスで人気のひまわり柄を爽やかに着こなして

大人のためのしなやか素材でシンプルブラウススパイスの効いたリバティプリントドレス

8　動物モチーフのリバティプリント〈ファーガス〉を使ったチュニック。合

わせやすい便利なスタイル。

4　大胆な花柄〈 スザンナズ・ガーデン 〉のブルー系は、落ち着いた雰囲気が魅力。

定番ワンピースでリバティプリントの装いを楽しみます。

5　丸カンを使ってパーツをリズミカルにつないでつくるネックレス。白いカメリアのパーツが上品なデザインポイントです。

10　上品な透け感が魅力のシルクコットンローンのブラウス。ラフなドッ

ト風の柄は何にでも合わせやすく、秋口まで重宝します。

9　モダンなだまし絵風の柄〈リグビー〉のワンピース。シンプルなデザイ

ンにモダンなプリントを使うと、おしゃれ感がアップします。

■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 

約 20cm

軽く、肌ざわりの良いシルクコットンローンに、薄い素材向けにアレンジした柄〈メラニー・A〉
をプリント。ブラウスやスカート、ストールにもおすすめ。

310473 310475310474
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10
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ホワイトベアの新郎新婦と純白レースのピローでロマンチックに

1　シルバーグレーのタキシードとチュール &レースのウェディングドレスを着たカップルベア。手足を動かせるので、ポーズはお好みで。ベア本体の生地は裁断済みです。

2　レースのお花やオーガンジーのバラを、ブーケのようにピローに飾りとめました。ピローのまわりを繊細なレースで縁取って、華やかに仕上げます。

スイートブライダルベア　Z ¥7,020　353303　K ¥32,400　高さ約26㎝

スイートブーケのリングピロー　Z ¥6,048　353302　K ¥18,360　約20 ×15㎝　＊1、2とも9 月10日発売。ご予約は7 月10日から承ります。

1
2

Bridal ブライダル
心を込めたハンドメイドで、人生の大切な第一歩を飾る結婚式を思い出深いものにしてみませんか。

お招きした方たちをお迎えするブライダルベア、永遠の絆を表すウェディングリングを飾るリングピロー。

贈り物にも喜ばれる人気のアイテムをひと足早くご案内します。

9月10日（木）発売／予約受付開始7月10日（金）

2

1

予告



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

クロッシェカラー ・Ladies' Z ¥1,718　（クロッシュコットン 20406：1コ　シャイニーフィル 401395：1コ　貝ボタン4ホール11.5mm 97323：1コ
IS：403068）　K ¥9,494　幅約6.5㎝K
クロッシェカラー ・Kids Z ¥1,718　（クロッシュコットン 20406：1コ　シャイニーフィル 401395：1コ　貝ボタン4ホール11.5mm 97323：1コ
IS：403068）　K ¥8,198　幅約6.5㎝K
フラワーポーチ ・シャイニー Z ¥3,402　（シャイニーフィル 402682･401395：各1コ　マーブル口金10㎝ 456256：1コ IS：403070）　K ¥12,906　約10×13㎝K

1

2

3

花びらポーチⅡ Z ¥3,402　（シャイニーフィル 401395：2コ　マーブル口金10㎝ 456256：1コ　IS：403100）　K ¥9,882　K
約11㎝

プチソワポーチ Z ¥1,458　（プチソワ 20200：1コ　IS：403609）　K ¥9,234　約10×10㎝K
プチソワティッシュケース Z ¥1,458　（プチソワ 20200：1コ　IS：403069）　K ¥9,234　約9×13㎝K
スターターキット･ピンクッション Z ¥2,376　353295 K ¥9,180　約8×8×2.5cm　＊縫い針･まち針･糸通し付K

4

5
6
7

フェミニンにもカジュアルにも使える、おしゃれ小物 シャイニーフィル2玉で編み上がる、2種類のフラワーポーチ

シルク糸で編む、お花モチーフのラブリーなクロッシェ小物

1、2　クロッシュコットンをベースにラメ糸シャイニーフィルを部分づかいしました。大人用、子ども用は、同じ

編み方で長さを変えているだけ。Tシャツ、ニット、ワンピースなどに合わせて、アクセサリー感覚で楽しんで。

3　小さなお花モチーフを編みながらつなぎました。内袋は花心の糸を使って長編みでスピーディに編み上げます。

おめかしした日のバッグに入れて。

4　サークル形のベースにたくさんの花びらが重なるお花を編み込んだデザイン。

5、6　ポーチは側面にお花モチーフを編みつなぎます。ティッシュケースには、ネット編みのふたにポーチとお

そろいのお花モチーフをアップリケ。シルク糸ならではの上品な光沢としなやかな風合いで、フォーマルなシーン

などにおすすめです。

小さなピンクッションで初めてのパッチワークを

7　正方形に縫い合わせた2枚の布を、側面でつなぐと、本体のでき上がり。クリアボタンやビーズをプ

ラスして、細部までかわいらしく仕上げます。

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

クロッシュコットン
¥411/玉  25g  200m
［綿100%］  全27色

日本製　＊発売中

毛羽立ちが少ない、強撚タイプの糸で、編み上がりの清涼感が特長。

かぎ針編み、棒針編みともに幅広くお使いいただけます。

プチソワ
¥1,080/玉  20g  230m
［絹100%］  全3色 

日本製　＊発売中

シルク100%の繊細な糸を、ハリとコシのある独特の質感に仕上げま

した。美しい光沢としなやかな編み上がりが魅力です。

シャイニーフィル
¥864/玉  25g  165m
［レーヨン75% ポリエステル25%］  全5色

 日本製　＊発売中

上品な光沢を持つ人気のラメ糸。レース編みのような繊細な編み地、

ざくざく編んだラフな編み地、どちらも素敵です。
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03 04
36 10 2801色番

色番

色番24 34

▲かわいいリバティプリントをつなぎ合わせて。

▼まち針、縫い針、糸通しがセットされています。

1

6/20
発売

6/20
発売

7/10
発売

7/10
発売

＊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。）

サマークロッシェニット



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

小旅行にもおすすめ、吉祥模様を刺したバッグとポーチ

1　麻の葉をアレンジした模様のバッグ。シンプルで使いやすい形のバッグは、持ち手が長めでショルダーにもなるので、たくさん荷物を入れても大丈夫。

2　たっぷり収納力のある口金ポーチ。ベージュと水色のすっきりとした組み合わせで七宝模様を刺しました。

3　人気のマーブル口金にウッドタイプが登場。大きめで使いやすい16cm サイズです。

　Z ¥4,536　353297　K ¥29,160　約27 ×40 ×12㎝

　Z ¥3,456　353298　K ¥12,960　約12 ×17 ×8㎝

　¥1,944　458630　約16㎝

　Z ¥4,104　353296　K ¥34,560　約45 ×100㎝

　Z ¥3,024　353300　K ¥11,880　約16 ×12㎝

　Z ¥3,024　353299　K ¥11,880　約15 ×22㎝

1

2

の刺し子

3

刺し子のある
暮らし

日本の暮らしに寄り添って、

模様に様々な願いが込められた刺し子。

ホビーラホビーレでは、

今の暮らしにマッチした刺しやすい柄を、

使いやすい身の回りのアイテムで提案します。

7月10日発売

角
かく

七
しっ

宝
ぽう

松
まつ

皮
かわ

菱
びし

三段に重ねた菱形が、
松の樹皮をはがした
ように見えることから
付けられた名前。家
紋にも多く用いられ
ています。

麻の葉
麻は茎が丈夫でまっ
すぐに伸びることか
ら、子供の成長や健
康を願う柄に多く使
われています。

七
しっ

宝
ぽう

仏教の七つの宝を意
味し、円形は円満を
表す吉祥柄として用
いられています。

青
せい

海
がい

波
は

青い海原の大きな
波を表現しています。
海がもたらす恵みを
あらわした、縁起の
良い柄。

寄
よせ

木
ぎ

寄木細工で用いられ
る柄が由縁となって
います。

七宝をアレンジした
柄。厄払いの柄とし
て使われています。

枡
ます

刺
ざ

しと柿
かき

の花
はな

花
はな

亀
きっ

甲
こう

枡
ます

刺
ざ

し

檜
ひ

垣
がき

花
はな

格
ごう

子
し

刺し子柄のご紹介



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

小旅行にもおすすめ、吉祥模様を刺したバッグとポーチ

1　麻の葉をアレンジした模様のバッグ。シンプルで使いやすい形のバッグは、持ち手が長めでショルダーにもなるので、たくさん荷物を入れても大丈夫。

2　たっぷり収納力のある口金ポーチ。ベージュと水色のすっきりとした組み合わせで七宝模様を刺しました。

3　人気のマーブル口金にウッドタイプが登場。大きめで使いやすい16cm サイズです。

爽やかな色使いで楽しむ、刺し子のインテリアクロス

1枚でいくつもの伝統柄を楽しく覚えられるブックカバー

一面に大小の花模様を刺した、使い勝手のいいポーチ

4　11 種類の図柄を市松に配した細長いクロス。ブルーの綿麻布に白と紺の刺し子糸でモダンな仕上がり。テー

ブルセンターやスクリーンクロスなど、様々にお使いいただけます。

5　半縫製済みの土台に、いろいろな刺し子模様を散らしたデザイン。初めて刺し子にチャレンジする方にも、手

軽にお楽しみいただけます。

6　袋布全面に角七宝模様を刺した、フラットタイプのポーチ。パスポートや通帳など、平らな小物の収納に。

刺し子のバッグ　Z ¥4,536　353297　K ¥29,160　約27 ×40 ×12㎝

刺し子のくちがねポーチ　Z ¥3,456　353298　K ¥12,960　約12 ×17 ×8㎝

ウッド口金16cm（ナチュラル）　¥1,944　458630　約16㎝

刺し子のクロス　Z ¥4,104　353296　K ¥34,560　約45 ×100㎝

刺し子のブックカバー　Z ¥3,024　353300　K ¥11,880　約16 ×12㎝

刺し子のフラットポーチ　Z ¥3,024　353299　K ¥11,880　約15 ×22㎝

1
2
3
4
5
6

麻の葉〈ブルー〉　Z ¥843　459216　K ¥8,943　（使用糸：e）

寄せ模様〈パープル〉　Z ¥843　459217　K ¥9,483（使用糸：g）

うさぎ　Z ¥648　455779　K ¥6,912　（使用糸：b）

麻の葉Ⅱ　Z ¥972　458229　K ¥7,020　（使用糸：a）

そばちょこ　Z ¥864　458442　K ¥8,424　（使用糸：b,f）

枡ざしⅡ　Z ¥648　457757　K ¥6,912　（使用糸：c）

7
8
9
10
11
12

お茶とお菓子　Z ¥648　455881　K ¥6,912　（使用糸：d）

角つなぎ　Z ¥864　457907　K ¥6,912　（使用糸：f,h）

刺し子糸　〈a：ぼかし〉¥324　〈b ～ h：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：7、8  約30 ×36㎝　9〜14  約32 ×37㎝

13
14
15
16

7 8 9 10

11 12 13 14

4　

5　

6　　

季節の刺し子

地色つきタイプの登場で

さらにバリエーションが広がった

ホビーラホビーレの刺し子。

季節に合わせたラインナップで、

お楽しみください。

a：458298 e：452071

f：452075

g：457904

h：452073

b：452080

c：457165

d：452081
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16
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刺
ざ

し



【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.54 2015 年 6 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 7月号 vol.55』は7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（水）からになります。月6 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5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 5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

お花がいっぱいのサマーバッグを親子で楽しくハンドメイド

クロスステッチでつくる
お花模様のティッシュケース

1　カラフルなお花を土台のネットにつけ、両脇と底を巻きかがるだけでバッグが出来上がり

ます。お花はプチフラワーリリヤンボビンでつくります。夏休みの宿題としてもおすすめです。

3　半縫製済みの本体に愛らしいお花をクロスステッチ。シンプルな

手法なので、初めての刺しゅう体験にぴったり。お友だちへの贈り

物にもどうぞ。

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 夏休みスターターキット
40周年記念企画

フラワーリリヤンサマーバッグ Z 各¥4,104　
〈ミックス〉459274　〈ブラック〉459275 K各¥7,992　約29×24㎝K
＊プチフラワーリリヤンボビン入り

プチフラワーリリヤンボビン　¥2,592　459209　大：約5㎝　小：約3.5㎝
＊とじ針つき

クロスステッチティッシュケース Z¥1,620　353301 K ¥9,720　約9×12㎝K

1

2

3▲人気のフラワーリリヤンボビンに、プチサイズが登場。

＊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。）

7/10
発売

7/10
発売

♦松坂屋名古屋店ホビーラホビーレ
　売場移動のお知らせ

【NEWS】

【 EVENT】

松坂屋名古屋店ホビーラホビーレは5月27日に北館2階から
本館7階、催事場やギフトサロンがあるフロアに売場移動いた
しました。皆様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。

毎月発売してい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。

♦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

♦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 )
お洋服のオーダーを6月30日までの期間限定・
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。

♦「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。

♦「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
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。
6月12日(金) ～19日(金)　柏店　東武百貨店池袋店
6月24日(水 )～30日(火 )　小田急百貨店町田店　　

♦小田急百貨店町田店にて
　青木和子さんのスペシャルレッスン開催
6月24日(水 )　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。
青木和子さんご本人から刺しゅうを学んでみませんか。
参加費￥7,560　詳細は小田急百貨店町田店まで。

♦自由が丘店アニバーサリーフェア開催
　6月18日(木 ) ～24日(水 )
開店3周年を記念して『CHABUTTON(チャボタン)フェア』を開催します。
ギフトにもおすすめのかわいいフェルト小物やパーツなどをご紹介します。

▲レッスン12回ご参加の方に
　豪華プレゼント!

▲裏面

▲プチバスケット ▲イージースカート

▲左 :フレアギャザ -ドレス　
右:タックフレンチワンピース

♦ミシン購入キャンペーン! 開催中～6月30日(火)
ホビーラホビーレオリジナルミシンが更に使いやすくなって新発売！期
間中、オリジナルミシン、オリジナルミシンⅡ、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。

◀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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