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NINA 10th Anniversary
Happy Halloween 2015/この秋注目！ホビーラホビーレのリバティプリント/

青木和子さんと訪ねるコッツウォルズⅡ旅のスケッチから/素材を楽しむ私のおしゃれ計画/

ニット小物アラカルト/刺し子のある暮らし/季節の刺し子
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　Z 各￥2,690　a：〈濃ピンク〉353383　b：〈ピンク〉353382　K 各￥7,874　L：約7 ×18㎝　S：約4 ×10㎝　

　Z 各￥3,456　〈パープル〉353328　〈ピンク〉353400　 各K ￥14,256　＊ドール本体別売

　H ￥1,080　700136　Z ￥4,493　M：1.3m （リバティプリント・ビスポーク 310597）　K ￥14,310

　Z ￥2,700　459416　K ￥6,912　約15 ×20㎝

　Z ￥3,240　353326　K ￥14,040　＊ドール本体別売

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

秋のおでかけは、とっておきのプリントのドレスで リバティプリントのワンピースで、ちょっぴりお姉さん気分

ビスポーク柄でつくる、コロンとかわいいペアポーチ

1　色違いの〈 ニーナ・アンド・ジョアンナ 〉柄を使った大小ペアのギャザーポーチ。使いやすくて人気の形は、贈り

物にも喜ばれます。

2　〈 ニーナ・アンド・ジョアンナ 〉柄のお洋服にデニムブルゾンをコーディネート。ピンクのエナメルバッグと

くつもセット。色違いの濃ピンクのドレスセットもございます。

3　七分袖のアンプルワンピースは、きちんとしたシーンにふさわしい定番デザイン。軽くしなやかなタナローンは着心

地がよく、お手入れの手軽な定番素材です。

4　ふわふわの生地でつくるかわいいウサギのポシェット。子どもでも簡単に開閉できるバネ口金式。

約 12cm

310594 310595 310596

310597 310598

 NINA10th Anniversary
8月10日発売

かわいい人気者ニーナの誕生10年を記念した、楽しい企画をお届けします。

リバティプリント〈ジョアンナ〉との限定コラボレーションプリントや頒布会、新刊本の出版など、

魅力的な企画が盛りだくさん。お気に入りのニーナをお好きなハンドメイドでお楽しみください。

1a

2

3

4

1b

ニーナ・アンド・ジョアンナ　Nina and Joanna
サークル模様の中に愛らしいニーナ、愛犬ココ、リボンやフルーツなどのモチーフが入った楽しいデザイン。

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 

スペシャルなオーダーメイドの、ニーナとリバティプリント〈ジョアンナ〉
のコラボレーション・ビスポーク柄が登場。

40周年記念商品

310823

310826 310827

310824 310825

　 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
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ペアのギャザーポーチ Z 各￥2,690　a：〈濃ピンク〉353383　b：〈ピンク〉353382 K 各￥7,874　L：約7×18㎝　S：約4×10㎝　K
ドレスセット〈ワンピース・ジョアンナ〉 Z 各￥3,456　〈パープル〉353328　〈ピンク〉353400　 各K ￥14,256　＊ドール本体別売K
こどものアンプルワンピース（七分ギャザー袖） H ￥1,080　700136 Z ￥4,493　M：1.3m （リバティプリント・ビスポーク 310597）　K ￥14,310K
ウサギのバネ口金ポシェット Z ￥2,700　459416 K ￥6,912　約15×20㎝K
ドレスセット〈サロペットスカート〉 Z ￥3,240　353326 K ￥14,040　＊ドール本体別売K

1
2
3
4
5

ステッチクロス〈ニーナとパリ〉 Z ￥3,456　353323 K ￥32,400　約47×47㎝　＊イラスト：平野明子K
ニーナのミニトートバッグ Z ￥4,536　353324 K ￥16,200　約20×31×10㎝　＊イラスト：平野明子K
ニーナのポーチ Z ￥3,456　353325 K ￥12,960　約10×20×9.5㎝　＊イラスト：平野明子K
ドレスセット〈レイシーブルゾン〉Z ￥3,456　353327 K ￥14,256　＊ドール本体別売K
＊2、5、9 ドール〈ニーナ〉顔ししゅう入り Z ￥3,780　353180 K ￥10,800　＊ドール本体縫製済　発売中　K

6
7
8
9

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

デニムとボーダーのカットソーは、ニーナのトレードマーク ニーナのおしゃれなパリ暮らしをクロスに刺しゅう

パリの街を散策するニーナ＆愛犬ココを、バッグとポーチにステッチ

レイシーブルゾンとふんわりシニョンで、シックなパリジェンヌ

5　 ボーダーのカットソーとデニムスカートは、ニーナのお気に入りのカジュアルスタイル。ブーツやバッグ、ハ

イソックスまで、こだわりがいっぱいです。

6　ショッピング、カフェタイム、バレエのレッスン、お散歩など、ニーナの日常を、シンプルなテクニックでカラ

フルに刺しゅうします。

7　本体正面にお散歩するニーナ、後ろに自転車のワンポイントを刺しゅう。裏布はピンクのチェック。かわいい

ココのフェルトチャームも手づくり。バッグ本体は半縫製済みです。

8　 細々としたものを入れやすい収納力抜群のポーチ。側面の両サイドにリバティプリントを使い、正面はニー

ナとココ、後ろはエッフェル塔のワンポイントが入ります。

9　レースのブルゾンとパフスリーブTシャツ、リバティプリントのスカートにチュールを重ねた大人スタイル。赤

いエナメルのバッグとくつ、パールのネックレスをコーディネートしました。

ニーナからのニュースです！
この夏、ニーナのハンドメイドブックが発
売されます。いろいろな着せかえ服や、
バッグ、くつ、アクセサリーなど、おしゃれ
なワードローブをきれいな写真でたっぷり
ご紹介。わかりやすい作り方解説、実物
大パターンつきです。どうぞお楽しみに！ 

主婦の友社刊
8月上旬発売予定

「ホビーラホビーレの
手作りドール
ニーナの着せかえブック」
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編みぐるみとブランケットで、いつでもどこでもニーナと仲良し

1　チェックと無地の編み地を交互に編んで、パッチワークのようにつないだブランケット。ニーナとココの立体的なアップリケがデザインポイントです。

2　ニット派のための、秋スタイルの編みぐるみニーナ。ボディから、ポンチョ、ポシェットまで手編みでつくります。ニーナの着せかえ用にドレスセットのみもございます。

3　ワンピースとシューズがチャーミングな身長約14cm のプチニーナ。短時間で編み上がるからプレゼントにも。

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 ￥5,184　353317　K ￥27,000　約50 ×36㎝　＊イラスト：平野明子

　Z ￥3,672　353318　K ￥17,280　直径約24㎝　＊イラスト：平野明子

　Z ￥3,672　353316　K ￥32,400　約47 ×47㎝　＊イラスト：平野明子

　Z ￥2,484　459406　K ￥4,428　約75㎝

　Z ￥2,376　459409　K ￥4,644　子ども用100～120㎝

　Z ￥1,944　459411　K ￥5,832　カチューシャ：直径約26㎝

ニーナ＆ココブランケット　Z ￥11,880　403209　K ￥76,680　約78 ×108㎝

ニーナの編みぐるみⅡ　Z￥5,184　403210　K ￥31,104　約35㎝　＊ドール本体とドレスセット

ニーナのドレスセットⅡ　Z ￥3,240　403211　K ￥16,200　＊ドレスセットのみ

ニーナのチャームⅡ　Z ￥2,376　403212　K ￥9,936　約14㎝1
2

3

ドールの着せかえドレスセット頒布会〈全3回〉

1　

ニット
k i t

2　

ニット
k i t

3　

ニット
k i t

7月10日（金）よりご予約開始

お待たせしました ! 毎回大好評の「ドール・ドレスセット頒布会 」が、キュートなコーディネートで今年も登場。
今回は注目のクリエーター、フジヒラナオコさんデザインのスペシャルなドレスセットです。

*単品での販売はございません。

*ドール本体キットは別売りとなります。

*仕様は変更になる場合がございます。

3回分セット・一括払い 3回分割払い
￥14,040 ￥4,968×3回

フジヒラナオコ　Naoko Fujihira

ドール服作家・雑貨デザイナー 。大阪文
化服装学院を卒業後、 単身渡米。FIT
在学中よりデザイナー 活動開始。 帰国
後、 企業にて雑貨バイヤー・ 開発を経
て独立。 独立後、 プレゼントしてもらっ
たブライスがきっ かけでド ー ルの魅力
に目覚め、ドー ル服のオリジナルブラン
ド「cuool*DollBoutique」をスター ト。

「ジャンルやテイスト、 テーマにとらわれ
ない、かわいくてかっこいいお洋服作り」
がコンセプト。

〈デニムスタイル〉

人気のリバティプリント

〈ジェニーズ・リボンズ〉のブラウスと

デニムのコーディネート。

第1 回
9月10日（木）
お渡し

第3回
1月10日（日）
お渡し

〈ワンピーススタイル〉

50’sテイストのワンピースとカーディガン。

チュールのペチコートでおしゃれ度アップ。

第2回
11月10日（火）

お渡し

〈ケープスタイル〉

ジャンパースカートとボアがポイントの

ケープで冬のあったか装いセット。

ドレスセットを一括払いでご予約の方に限
り、ドール本体キットを頒布会特別価格で
お求めいただけます。（1 回目のドレスセッ
トと一緒のお渡しになります。）

【ドール・ニーナ、アンナ】
各￥2,592（ 通常価格￥3,780 ）

【ドール・エマ】
￥2,916（ 通常価格￥4,104 ）

Denim style Cape style One-piece style
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編みぐるみとブランケットで、いつでもどこでもニーナと仲良し

1　チェックと無地の編み地を交互に編んで、パッチワークのようにつないだブランケット。ニーナとココの立体的なアップリケがデザインポイントです。

2　ニット派のための、秋スタイルの編みぐるみニーナ。ボディから、ポンチョ、ポシェットまで手編みでつくります。ニーナの着せかえ用にドレスセットのみもございます。

3　ワンピースとシューズがチャーミングな身長約14cm のプチニーナ。短時間で編み上がるからプレゼントにも。

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

ハロウィンのアップリケタペストリー　Z ￥5,184　353317　K ￥27,000　約50 ×37㎝　＊イラスト：平野明子

ハロウィンのリース　Z ￥3,672　353318　K ￥17,280　直径約24㎝　＊イラスト：平野明子

ステッチクロス〈ハロウィンパーティ〉　Z ￥3,672　353316　K ￥32,400　約47 ×47㎝　＊イラスト：平野明子

ハロウィン・フェルトオーナメントⅣ　Z ￥2,484　459406　K ￥4,428　約75㎝

チュチュスカート　Z ￥2,376　459409　K ￥4,644　子ども用100～120㎝

ネコ耳カチューシャ　Z ￥1,944　459411　K ￥5,832　カチューシャ：直径約26㎝

1
2
3
4
5
6

フェルトポーチ・ネコ　Z ￥1,620　459407　K ￥4,212　リボン長さ：約80㎝

フェルト王冠　Z ￥1,620　459410　K ￥3,888　子ども用（ゴム調整可）

フェルトポーチ・カボチャ　Z ￥1,620　459408　K ￥4,212　リボン長さ：約80㎝

ハロウィンコースター　Z ￥1,134　（ウールスイート 400109・400122：各1コ　IS：403170）　K ￥5,454　約11 ×11㎝

ハロウィンのクロスステッチフレーム　Z ￥3,456　353320　K ￥17,280　約18 ×18㎝　＊デザイン：内堀久美子

コロコロかぼちゃ　Z ￥3,024　353319　K ￥10,800　高さ：大約10㎝、小約8㎝

7
8
9
10
11
12

手づくりのコスチュームで、一番かわいい"Trick or treat !！" 　

ハロウィンキャラクターが大集合！ カラフルオーナメントとクロス

大人の暮らしにもマッチする、ステッチフレームとかぼちゃの飾り

かぎ針編みでつくる、黒ネコとかぼちゃのコースターセット

お家のドアや壁を飾る、ハンドメイドのハロウィン小物

1　魔女や吸血鬼の館を、グラデーション印刷の土台に刺しゅう＆アップリケ。キラキラトッピングでにぎやかに。

2　直径24cm のリース形の土台に、魔女やかぼちゃなど、フェルトマスコットをトッピング。工作感覚で楽しんで。

5　２色のチュールをゴムに結びつけるだけで仕上がるチュチュ。イベント前日からつくっても間に合う手軽さです。

6、8　フリースを縫ってつくるネコ耳カチューシャはチョーカーとセットで。フェルトの王冠は工作感覚でつくれます。

7、9　キュートなポーチは黒ネコとかぼちゃの2 種類。フェルトをブランケットステッチでポーチに仕立てます。

3　キャラクターを色印刷したクロスに、簡単な刺しゅう、キラキラパーツをプラスして完成。

4　テープにフェルトのモチーフなどをトッピング。デコレーションに大活躍します。

11　キャラクターやモチーフをコンパクトにまとめた、クロスステッチのフレーム。小さな棚や玄関先

にも飾りやすい、人気サイズです。

12　ベルベットやフェルトなど、あったか素材でつくるかぼちゃセット。立体的な演出におすすめです。

10　２色の〈ウールスイート〉を１玉ずつ使って編み上げる、２枚セットのコースター。

Happy Halloween 
2015 7月25日発売

楽しいプランを練って、

ハロウィンの準備をはじめませんか。

イベントムードを盛り上げる、

キュートなインテリア小物が

たくさんそろいました。

初登場の子ども用の

仮装用コスチュームにも注目を。

2

5

6
8

10

11

12

7

9

1

3

4

がコンセプト。
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繊細なチェック柄のようなワンピース

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

リボンカラーの優しさが魅力。人気柄のフェミニンブラウス

大人のためのビスポーク柄で装う、スタンダードスタイル

4　リバティプリント・秋の新 柄〈 シャーリング 〉でつくるワンピース。 美しいテキスタイルをプリントで表 現した

チェック柄が特徴。シンプルなシルエットがおすすめ。

5　大粒の淡水パールを使ったネックレスは、コーディネートしやすさが魅力。パーツをワイヤーに通して、手軽

につくることができます。

6　落ち着いた色調のリバティプリント〈フェリシテ 〉のブラウス。きちんとしたシーンにも重宝する、万能デザイ

ンです。

1　優しいグレー系の〈 エミリアズ・チェック〉でつくるシンプルな七分袖チュニック。秋口は一枚で、肌寒さを感じるようになったら、重

ね着スタイルもお楽しみいただけます。

2　センター部分にコットンパール、両サイドにガラスビーズを配したネックレス。ワイヤーに通していくだけなので、初心者でもつくるこ

とができます。

3　ウエストヨークでおなか回りがすっきり見えるタックスカート。シーズンを通して着回すことができる、深みのあるネイビー系の〈 エミリ

アズ・チェック〉を使って。

この秋注目！
ホビーラホビーレの
リバティプリント

8月10日発売

初秋に向けて、シックなビスポーク柄１柄と

使いやすい８柄のリバティプリントをご用意しました。

お好きな色と柄、デザインを選んで、

自分だけのワードローブをお楽しみください。

華やかさを添える、おすすめアクセサリーも。

エミリアズ ･ チェック　Emilia's  Check

310591 310592 310593

リバティ社所有の生地見本を基にした小さなバラの人気柄〈 エミリアズ・フラワーズ 〉
と千鳥柄の組み合わせ。秋冬のウエア向けにアレンジ・色づけしたビスポーク柄。

約 10cm

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周年を記念した、オーダーメイドの限定柄。

人気の小花柄をシックにアレンジした、秋におすすめのすてきな１柄です。

40周年記念商品

　H ￥1,080　700104　Z ￥6,567　M：1.9m （リバティプリント・タナローン 310592）　K ￥17,464

　Z ￥3,240　459419　K ￥6,480　約74㎝

　H ￥1,080　700126　Z  ￥4,839　M：1.4m （リバティプリント・タナローン 310591）　K ￥15,639　

　H ￥1,080　700115　Z ￥7,128　M：2.2m （リバティプリント・タナローン 310616）　K ￥17,928

　Z ￥2,700　459418　K ￥6,156　約45㎝

　H ￥1,080　700111　Z ￥5.508　M：1.7m （リバティプリント・タナローン 310634）　K ￥18,468

　H ￥1,080　700122　Z ￥5,832　M：1.8m （リバティプリント・タナローン 310609）　K ￥16,730

　H ￥1,080　700104　Z ￥6,156　M：1.9m （リバティプリント・タナローン 310603）　K ￥17,053

1

3

4 6

5

2

2

5



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

リボンカラーの優しさが魅力。人気柄のフェミニンブラウス

大人のためのビスポーク柄で装う、スタンダードスタイル

6

ンです。

1

ね着スタイルもお楽しみいただけます。

2

とができます。

3

アズ・チェック〉を使って。

ディテールにこだわったチュニックを多彩な花柄で

ロングシーズン活躍する、幾何学風プリントのブラウス

流行に左右されない、シンプルなベーシックアイテム

宝石のような輝きがクラシカルなピンブローチとボタンアソート

深みのあるリバティプリントがすてき、初秋のアクセサリー

7　軽いはおりものやジャケットとの組み合わせもすてきなチュニック。ウエストがカバーできる、適度なゆとり感が魅力です。植物標本画集

をもとにデザインされた〈フローラル・イヴ 〉で。

8　幅広い年代の方が着こなしやすい、甘さ控えめな配色の〈 マーガレット・アニー〉を人気のボートネックチュニックに。細身のパンツと合

わせて、すっきりと着こなして。

11、12　11 は人気の〈 コットン・テイル 〉、12 はリズミカルな〈タイニー・ミランダ 〉でつくる衿ぐりのタックがポイントのブラウス。

フェミニンな印象でありながら、動きやすいのも嬉しいデザイン。

9　膨らみと弾力のある極細毛糸〈 エアリーウール 〉の２本どりで編んだ、軽くて暖

かいベスト。背中を編んでから、縁をぐるりと編んで仕上げます。

10　ボトムス向きの濃地で色づけした、リバティプリント〈フローラル・イヴ 〉の定

番ギャザースカート。筒状に縫って、ゴムベルトを通せば完成です。

13　シャワー台に星型ボタンとビーズをテグスで留めつけるだけ。胸もとのおしゃれに。

14　ビジューと星形のボタン2 個セットは、ピンクとブルーの2 配色。

　

15　〈 マーガレット・アニー〉のポンポンが愛らしいヘアゴム。バイアステープを使って、短時

間ででき上がります。

16　リバティプリントのバイアステープとパーツセットでつくる、ラッピングネックレス。店頭で

お好みのバイアステープを選んでいただくこともできます。

ボートネックチュニック（七分袖）　H ￥1,080　700104　Z ￥6,567　M：1.9m （リバティプリント・タナローン 310592）　K ￥17,464

コットンパールハーフネックレス〈グリーン〉　Z ￥3,240　459419　K ￥6,480　約74㎝

タックスカート（65㎝）　H ￥1,080　700126　Z  ￥4,839　M：1.4m （リバティプリント・タナローン 310591）　K ￥15,639　

ボックスワンピース（六分袖）　H ￥1,080　700115　Z ￥7,128　M：2.2m （リバティプリント・タナローン 310616）　K ￥17,928

淡水パールステーションネックレス　Z ￥2,700　459418　K ￥6,156　約45㎝

リボンヨークブラウス（七分袖）　H ￥1,080　700111　Z ￥5.508　M：1.7m （リバティプリント・タナローン 310634）　K ￥18,468

タックフレンチチュニック　H ￥1,080　700122　Z ￥5,832　M：1.8m （リバティプリント・タナローン 310609）　K ￥16,730

ボートネックチュニック（七分袖）　H ￥1,080　700104　Z ￥6,156　M：1.9m （リバティプリント・タナローン 310603）　K ￥17,053

1
2
3
4
5
6
7
8

オーバルベストⅡ（応用）　Z ￥5,724　（エアリーウール 401660：12コ　IS：402757）　K ￥35,964

イージースカート（65㎝）　Z ￥4,860　M：1.5m （リバティプリント・タナローン 310610）　K ￥13,500

タックブラウス（七分袖・裾リボンなし）　H ￥1,080　700117　Z ￥6,156　M：1.9m （リバティプリント・タナローン 310605）　K ￥17,054

タックブラウス（七分袖・裾リボンなし）　H ￥1,080　700117　Z ￥6,156　M：1.9m （リバティプリント・タナローン 310613）　K ￥17,054

スターピンブローチ　Z ￥2,376　459417　K ￥4,644　約2 ×2.5㎝

リュクスボタン・スターアソート　各￥1,944　〈ピンク〉459400　〈ブルー〉459401　ビジュー：約16 ×18㎜　スター：約14㎜

ポンポンヘアゴム　Z ￥918　459447　K ￥2,862　直径約4.5㎝

ラッピングネックレス　Z ￥1,836　459446　K ￥4,104　約84㎝

9
10
11
12
13
14
15
16

7

11

14

15

16

12

13

8
9

10
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　 バイアステープ　¥702/ 袋
約4cm幅×2m入　［綿100%]　日本製 　  キルティングカットパック　2,268/ 個　 106〜108cm幅×約50cm　［プリント：綿100％　無地・中綿：ポリエステル100%]　日本製

　 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

310710
310842
459341 310711

310843
459344 310712 310844 310713 310845 310714

310846
459385

310725 310726 310851 310727 310728310852

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･ 綿 麻 起 毛ガーゼ　¥ 4 , 104 / m
103 〜 105cm 幅　［麻 55% 綿 45%］　日本製

リバティプリント･ コットンビエラ　¥ 3 , 240 / m
110 〜 112cm 幅　［綿 100%］ 　日本製

予約受付開始発売／8月 日（火）25 月 日（金）107

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･ キルティング　ビスポーク柄　¥ 4 , 536 / m
106〜108cm幅　［プリント：綿100%　無地･中綿：ポリエステル100%］　日本製

リバティプリント･ ソフトコール　¥ 3 , 456 / m
108〜110cm幅　［綿100%］ 　日本製

リバティプリント･ キルティング　¥ 4 , 320 / m
106〜108cm幅　［プリント：綿100%　無地･中綿：ポリエステル100%］　日本製

リバティプリント･ キルティング　¥ 4 , 320 / m
106〜108cm幅　［プリント：綿100%　無地･中綿：ポリエステル100%］　日本製

リバティプリント･ ソフトコール　¥ 3 , 456 / m
108〜110cm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･ コットンビエラ　¥ 3 , 240 / m
110 〜 112cm 幅　［綿 100%］ 　日本製

リバティプリント･ シルキースウェード　¥ 4 , 320 / m
108 〜 110cm 幅　［ポリエステル 100%］ 　日本製

リバティプリント･ アイロンアップリケ（ウサギ ）　¥ 1 , 404 / 袋
約90×79mm･3枚入

リバティプリント･ アイロンアップリケ（ ネコ ）　¥ 1 , 404 / 袋
約95×76mm･3枚入 

予約受付開始発売／9月 日（木）10 月 日（金）107

予約受付開始発売／9月 日（日）20 月 日（金）107

予約受付開始発売／10月 日（土）10 月 日（金）107

約10cm

約10cm

約10cm 約10cm 約18cm

約18cm 約10cm約10cm

約6cm

約18cm

約18cm 約10cm

約12cm 約6cm

約12cm

310715
310847
459386 310716

310848
310717 310849459387 310718

310850
459388

約10cm

310696

310862 310775 310779

310795310794 310799310797

310720

310729 

310750 310753

310732 310735

310697

310863 310776 310780310778 310781

310796 310800310798

310721

310730

310751 310755

310733 310736

310698

310722

310731

310752 310756

459392

459394

459393

459395

310734 310737

310699

310723 310724

■エミリーズ ･ チェック　Emily's Check

■メルスリー　Mercerie

■ニーナ ･ アンド ･ ジョアンナ　Nina and Joanna ■ジェニーズ ･ リボンズ　Jenny's Ribbons ■アンジェリカ ･ ガーラ　Angelica Garla

■スリーピング ･ ローズ　Sleeping Rose

■ローズ　Rose（66％縮小） 

■パフ　Puff ■ロッセリー　Rossellie（83％縮小）

■ジャック ･ アンド ･ チャーリー 　Jack and Charly ■テイタム 　Tatum

■ヨシエ　Yoshie（64％縮小）

ガーデニング愛好家の庭をイメージした人気柄〈エミリー〉とチェックを組み合わせたビスポーク柄。
技術を駆使した繊細なプリントをお楽しみください。濃色はボトムスにおすすめです。

ソーイングアイテムやニット、キットやアクセサリー、ノーションなど、ホビーラホビーレのお店にあるモチーフをちりばめた描き下ろし柄。
小さなＨのマークが柄の中に隠れています。

ニーナとリバティプリント〈ジョアンナ〉のビスポーク柄から、
かわいい２色をセレクト。

リボンで埋め尽くされた人気柄のキルティング。
大人向けの３色。

やわらかく上質なソフトコールに、繊細な線描が魅力の〈アンジェリカ・ガーラ〉をプリント。
しっかりした地色をつけることで素材と柄の相性を良くし、秋冬向けの色づけをしました。

■ウィルトシャー　Wiltshire
ベリーの実と葉をデザインした〈ウィルトシャー〉を上質なソフトコールにプリント。控えめなミックスカ
ラーの色づけで、コーディネートの主役にもなる印象的な柄を、より着こなしやすくアレンジしました。

■スリーピング ･ ローズ　Sleeping Rose
ロマンティックで繊細な柄のキルティング。
親子でお揃いにもおすすめのピンクとブルーをご用意。

ウエアやバッグなどにもお使いいただける人気柄を
キルティングにしました。

■ヨシエ　Yoshie

日本の花鳥風月をテーマにしたコレクションの中の1柄で、皆川明さんとリバティ社のコラボレーション柄。
「眠れるバラ」の名の通り、ロマンティックで繊細なデザイン。

「フレグランス」をテーマにしてつくられたコレクションの中の1柄。大胆な大花柄を縮小し、
ドレスファブリックとして着こなしやすくアレンジ。トレンド感のある色づけをしました。

やわらかなコットンビエラに、スタイリッシュな仕立てあがりが人気の〈パフ〉をプリント。
秋冬のトレンドカラーのパープル、ベーシックな濃紺と黒の3色で色づけしました。

シルキータッチが気持ち良い起毛素材。シワになりにくく、ドレープ性もあります。帯電防止加工済みで、
スカートの裾さばきも安心。オールドリバティプリント風の花柄を縮小し、より着こなしやすくアレンジしました。

「テイスト」をテーマにした楽しいコレクションの中の1柄。1990年初頭にインテリア向けに制作
されたフルーツや野菜のデザインを基に生まれた、ポップでカラフルな洋なし柄です。

リバティ社所蔵の1930年代の花柄からインスピレーションを受けてデザインされた柄。
バラをメインにしたブーケがロマンチックな雰囲気。ボトムスにおすすめの濃色をご用意。

渡邉良重さんとリバティ社のコラボレーション柄。色の濃淡で奥行き感を出した地色と、
繊細なタッチのカンバセーショナル柄が融合したデザイン。着こなしやすい色合いでご紹介。

■ボビンズ 　Bobbins
リバティ社のデザイナー、ロビン・ヒュームさんがホビーラホビーレのために描いたスケッチから生まれた柄。
ボビン(糸巻き)とボタンがカラフルでリズミカルにデザインされています。

約10cm

310700 310701 310702

■ジェニーズ ･ リボンズ　Jenny's Ribbons（86％縮小）
起毛加工を施した、やわらかくウォーム感のある綿麻ガーゼ素材に、人気のリボン柄を
プリント。温かみのある3配色でご紹介。レイヤードスタイルにおすすめの新素材です。

約18cm

310704 310705 310706

■フェアリー ･ クロック　Fairy Clock 
たんぽぽの綿毛がモチーフの柄を、コットンビエラにプリント。きらめきのあるプリントは、
秋冬の着こなしに華やかさを与えてくれます。アウターとも合わせやすい色合いでご紹介。

310854
310855

310857
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旅で出会った、アンティークのカップ＆ソーサーをたくさん並べて

1　ティータイムのためのアンティークコレクションをテーマにしたクロス。オーガンジーやチュールを使った、青木さんならではのテクニックが新鮮。レースやチャームのトッピングもポイントです。

青木和子さんと訪ねる

旅のスケッチから
コッツウォルズⅡ

7月25日発売

村々のアンティークショップに立ち寄るのも、

コッツウォルズの旅の楽しみです。

青木和子さんがお気に入りのショップで

心惹かれたのは、愛らしい花たちが描かれた

ポットやカップ＆ソーサー。

陶磁器に描かれた可憐な花や

旅先のスケッチなどをモチーフに、

テーブルまわりを彩る秋の刺しゅう小物が

でき上がりました。

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時間程にあるコッ

ツウォルズは、観光客だけではなく、ア

ンティークを探しにイギリス各地からも

人々が訪れます。中でもティーカップやポット、カトラリー等、

代々受け継がれたお茶まわりの品々が充実しています。カッ

プに描かれた繊細な模様を見ているだけでも、時の経つの

を忘れそう。描く人、それを愛して使った人の思いが、ちい

さな器から感じられるからでしょうか。アンティークショップ

で出会ったお茶まわりのモチーフを刺しゅうしました。ティー

タイムを楽しむ時に使って頂けたらと願っています。

最新刊発売中！

「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

ティーカップに描かれた花たちをバスケットとティーマットに咲かせて

2　クロスさせた持ち手つきのバスケットの縁を、バラやひなげしなどのガーランドが彩ります。スイーツやティーバッグ入れなどに。半縫製済

みです。

3　愛らしい花をガーランドとブーケの２種類のデザインで刺しゅうするペアのティーマット。裏布なしの一枚仕立てなので、簡単に仕上がり

ます。

　Z ￥5,400　353310　K ￥43,200　約43 ×38㎝

　Z ￥4,536　353311　K ￥17,280　約11 ×28 ×15㎝

　Z ￥3,024　353315　K ￥10,800　約20 ×30㎝　2 枚セット

　Z ￥3,672　353313　K ￥14,580　約30 ×70㎝

　Z ￥4,104　353312　K ￥15,120　約22 ×30㎝

　Z ￥3,456　353314　K ￥14,040　約11 ×11㎝　6 枚セット

　Z ￥3,024　353215　K ￥10,800　直径約13㎝

　Z ￥3,024　353214　K ￥10,800　直径約13㎝

1

2

3

40周年記念商品
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旅で出会った、アンティークのカップ＆ソーサーをたくさん並べて

1　ティータイムのためのアンティークコレクションをテーマにしたクロス。オーガンジーやチュールを使った、青木さんならではのテクニックが新鮮。レースやチャームのトッピングもポイントです。

香り豊かなイングリッシュローズを刺しゅうしたティーアイテム

4　両サイドにはガーランド、側面の真ん中にはバラのブーケを刺しゅうしたテーブルセンター。刺しゅうを終えたら、周囲の始末をするだけで完成します。

5　前面には刺しゅうしたティーポットをアップリケ、後ろ面にはミニブーケのワンポイント刺しゅうが入ったティーコゼー。裏布は無地の淡いピンク色で。半縫製済みです。

6　ポットとカップ＆ソーサー、可憐な花がデザインされたコースターは6 枚セット。周囲のステッチがアクセント。

ティーカップに描かれた花たちをバスケットとティーマットに咲かせて

2

みです。

3

ます。

青木和子さんと訪ねる

イギリス・湖水地方
青木和子さんと訪ねる

コッツウォルズ
発売中 発売中

ステッチクロス〈ティータイムコレクション〉　Z ￥5,400　353310　K ￥43,200　約43 ×38㎝

イングリッシュローズのバスケット　Z ￥4,536　353311　K ￥17,280　約11 ×28 ×15㎝

イングリッシュローズのティーマット　Z ￥3,024　353315　K ￥10,800　約20 ×30㎝　2 枚セット

イングリッシュローズのテーブルセンター　Z ￥3,672　353313　K ￥14,580　約30 ×70㎝

イングリッシュローズのティーコゼー　Z ￥4,104　353312　K ￥15,120　約22 ×30㎝

イングリッシュローズのコースター　Z ￥3,456　353314　K ￥14,040　約11 ×11㎝　6 枚セット

フープフレーム〈Duck〉　Z ￥3,024　353215　K ￥10,800　直径約13㎝

フープフレーム〈Rabbit〉　Z ￥3,024　353214　K ￥10,800　直径約13㎝

1
2
3
4
5
6
7
8

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

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

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

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

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

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

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

＊1～16　デザイン：青木和子　＊2、5、9、13　本体半縫製済

9
10
11
12
13
14
15
16

ピーターラビットの故郷としておなじみの湖水地方で、青木和子さんが出会った
美しい情景や動物たちを、フレームや小物などに刺しゅうします。

自然豊かな丘陵地帯として知られるコッツウォルズをテーマにした刺しゅう小物。
青木和子さんの旅の思い出が、フレームやリース、小物などのキットになりました。

4

7

11

12
13

14 15

16

10

9

8

5

6

40周年記念商品 40周年記念商品
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晩夏のワードローブは、こっくりカラーのリバティプリントで

1　タックとギャザーが優しい印象のワンピースを、シックな色づけの〈イングリッシュ・フィールド〉で。カーディガンを

はおれば、晩夏にも活躍します。

2　印象的なワインカラーの〈カペル〉のワンピース。落ち感が美しい素材なので、秋口はジャンパースカートとしても。

ネックレスは、P12をご覧ください。

3　ヨーク仕立てで、きれいなラインが魅力のミモレ丈のフレアスカート。気になるおなか回りがすっきり見えるのもポイン

トです。ネイビー系の配色で。

4、5　星のモチーフを編みながらつないだストールとマフラー。〈リンネットウール〉ならではの軽くて爽やかな質感が、秋

口にぴったり。肌寒い季節に重宝するアイテムです。

素材を楽しむ私のおしゃれ計画 7月25日、8月10日発売

上質さにこだわったホビーラホビーレの素材で、洗練された秋スタイルを楽しんでみませんか。

深みのある色づけのリバティプリントやカジュアルな先染めなど、多彩な質感の人気素材をご用意しました。

素材の持ち味を生かしたシンプルなウエアと一緒に、着こなしのアクセントになるニットやアクセサリーをご紹介します。

約18cm 約18cm

310570 310571 310572 310573

■カペル　Capel
シンプルな小花を散らした人気柄。仕立て映えする素材に、秋向けのコーディネートしやすい色づけをしました。
ウエアはチュニック、スカートをご紹介しています。

310574 310575 310576

■イングリッシュ・フィールド　English Field（66%縮小）
リバティ社のインテリア売り場を表現した花柄。繊細な筆致の柄をソフトな風合いの素材にプリント。
シックな３配色をご用意しました。落ち感を生かしたワンピースもすてき。

7/25
発売

メリノウールとヨーロッパリネンをブレンドした中細タイプの糸。

リネンの亜麻色とウールの優しい色のハーモニーが特長。

季節の合間にちょうどいい爽やかな肌ざわりが魅力です。

01 02 03 05 06 07色番

リンネットウール
¥1,188/玉  40g  150m
［ウール80% 麻20%］ 

 全6色　日本製

リバティプリント・リヨセルローン
¥3,888/m　108～110cm幅 　［指定外繊維（リヨセル）100%］ 　日本製

しなやかなドレープ性と優しい肌ざわりが特長。シワになりにくく、ほどよい厚みがあるため、

様々なウエアづくりにおすすめ。家庭で水洗いすることもできます。
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フレンチギャザードレス　H ￥1,080　700144　Z ￥9,720　M：2.5m （リバティプリント・リヨセルローン 310575）　K ￥20,520

タックフレンチワンピース　H ￥1,080　700122　Z ￥8,554　M：2.2m （リバティプリント・リヨセルローン 310570）　K ￥19451

ヨークフレアスカート　H ￥1,080　700145　Z ￥5,832　M：1.5m （リバティプリント・リヨセルローン 310571）　K ￥16,632

スターモチーフストール　Z ￥6,318（リンネットウール 402350：5コ　IS：403171）　K ￥38,718

スターモチーフマフラー　Z ￥5,130（リンネットウール 402351：4コ　IS：403171）　K ￥31,050

スキッパーブラウス（ロング丈・七分袖）　 H ￥1,080　700120　Z ￥6,653　M：2.2m （リバーシブルコットン・ストライプ 310587）　K ￥18,663

1
2
3
4
5
6

タックフレンチチュニック　H ￥1,080　700122　Z ￥5,055　M：1.8m （ソフトチェック 310584）　K ￥15,952

セミフレアスカート　H ￥1,080　700146　Z ￥4,860　M：1.5m （リバティプリント・ストレッチサテン 310578）　K ￥14,580

タックギャザースカート　H ￥1,080　700147　Z ￥5,832　M：1.5m （カモフラージュ・ジャカード 310651）　K ￥16,632

フィレンツェビーズネックレスⅢ〈グレージュ〉　Z ￥3,240　459413　K ￥6,480　約80㎝

ガラスビーズバイカラーネックレス〈ベージュ〉　Z ￥3,024　459414　K ￥6,264　約89㎝

スエードパーツ・ネックレス　Z ￥3,024　459415　K ￥7,020　内：約80㎝　外：約100㎝

7
8
9
10
11
12

おしゃれの仕上げはお気に入りの
手づくりネックレスで
10　フィレンツェで色づけされたシックなアクリルビーズ

がポイント。ビーズをワイヤーに通してつくります。

11　2 色のガラスビーズと丸大ビーズを交互にワイヤー

に通して仕上げるロングネックレスです。

12　円形のスエードパーツでつくるモチーフとビーズを、

ラメコードでつなげたネックレス。

■リバーシブルコットン・ストライプ ■ソフトチェック
¥3,024/m　112〜114cm幅　 ［綿100%］　 日本製 ¥2,808/m　145〜147cm幅　［綿50% ポリエステル50%］ 　中国製

310587 310585310584310588 310586

約 11cm 約 11cm

無地とストライプでリバーシブルに織られた、
柔らかな気持ちの良いコットン素材。両面
使いや部分的にストライプを生かしたデザイ
ンなどにおすすめ。

ほどよい張りとソフトな風合いが
魅力のシンプルな先染めチェック。
広幅で使いやすく、 はおりもの、
スカート、チュニックなど様々な
用途にお使いいただけます。

首もとすっきり、着心地満点のブラウス きれいめカジュアルな夏スタイルにおすすめ

6　ロング丈のスキッパーブラウスは、さっそうと着こなしたいアイテム。袖をロー

ルアップするとストライプが効果的に見えるのがポイントです。

7　一日で縫い上がる、盛夏まで活躍する一枚。ポリエステルが入っているので、

シワになりにくく、すぐに乾くので、お手入れも簡単です。

■リバティプリント・ストレッチサテン ■カモフラージュ・ジャカード
¥3,240/m　118〜120cm幅 　［綿97% ポリウレタン3%］　 日本製  ¥3,888/m　110〜112cm幅　［綿54% ナイロン46%］　 日本製

310578 310651310577 310579 310652

約 11cm 約 11cm

ほどよい厚みと伸縮性があり、ロ
ングシーズン活躍するサテン素材
に、ウエア向きの人気柄〈ソープ〉
をプリント。スカートなどのボトム
スにぴったりです。

光沢のあるナイロン素材のカモフラージュ柄。無
地ライクで着こなしやすい色合いをそろえました。
トレンドのミモレ丈スカートなどに最適です。

7/25
発売

7/25
発売

7/25
発売

7/25
発売

7/25
発売

メリノウールとヨーロッパリネンをブレンドした中細タイプの糸。

リネンの亜麻色とウールの優しい色のハーモニーが特長。

季節の合間にちょうどいい爽やかな肌ざわりが魅力です。

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

6 7

ストレッチ素材のシンプルスカートは大人の味方 トレンド素材でつくる、着こなし自在のスカート

8　すっきりしたシルエットのセミフレアスカート。適度なフィット感のあるストレッ

チ素材がラインをきれいに整え、着心地の良さも抜群です。

9　ボリュームをほどよく抑えた NEW デザインのスカート。ウエストベルトとファス

ナーつきの、トップスを選ばない着回し力の高い一枚です。

7/25
発売

8/10
発売

8 9

12

11

10
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プチフラワーリリヤンボビン・スターターセット　Z ￥3,672　459412　＊糸、ビーズ、コード、プチフラワーリリヤンボビン、
つくり方付き

ルルプチビーンズセットⅡ Z ￥1,080　403208 K ￥3,240　＊5/0号カギ針付きK

1

2

ベビーボーダーブランケット Z ￥8,543　（ベビーパレット 402749：3コ　402751：3コ　402752：3コ　IS：403172）　K ￥51,743　約72×72㎝K
リブソックス Z 各￥2,214　（グーミー：2コ　IS：403173）　K 各￥17,334　a：K 403122　b：403125　c：403124　d：403120　e：403123　f：403121

g：403119　h：403118　底丈約23㎝

3
4

7月25日、8月10日発売

ニット小物アラカルト

話題の手編み靴下用のソックヤーンが登場。

おうちで楽しむニットと、気軽におつくりいただける

ニットアクセサリーをご紹介。

優しさいっぱい、ベビーカラーのブランケット

道具つきのセットではじめる、かんたんハンドメイド

　〈ベビーパレット〉3色で編み上げるブランケット。１段ごとに色を替えてボーダー状に編み、周囲にポンポンを編み

つけます。

1　プチフラワーリリヤンボビンと糸のセット。お花モチーフをコードに通せばネックレスが完成。

2　〈ロービングルル〉の玉編みを編みつなぐ、かぎ針編みのネックレス。段染め糸ならではの色

の変化が魅力です。

上質なタスマニアンメリノだけでつくった、贅沢な手編み糸。柔らかさと膨らみ、すばらしい肌ざわりが魅力の中細タ

イプです。幅広い年代にお楽しみいただけるカラーをそろえています。

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10色番

ベビーパレット
¥908/玉 　40g　159m ［ウール100%（タスマニアンメリノ）］ 
全10色　日本製

ふっくら優しい風合いと温もりが大人気、リブ編みソックス

4　〈グーミー50〉２玉で、リブ編みのソックス１組が編み上がります。編み方シートには、ソック

スのゴム編み部分と同じ編み方でつくるリストウォーマーも掲載。こちらは１玉で1組完成します。

国内でも人気が高まるソックヤーンをフランス老舗毛糸ブ

ランドのベルジェール社よりお届け。ほどよいバランスで

色が変化するニュアンスカラーが特長です。８色のカラー

バリエーションをご用意しました。

ベルジェール・ド・フランス社

はヨーロッパをはじめ、アメリ

カ・カナダでも有名なフランスの毛糸ブランドです。

70年の歴史を誇り、創業以来、フランス毛織物業

の産地であるロレーヌ地方バル・ル・ディックにその

拠点を構え続け、研究開発から生産まで一貫したも

のづくりを行っています。長年評価され続けてきたそ

の高い品質とフランス・ブランドらしいファッション感

覚は、世界中で愛され続けています。

グーミー50
¥918/玉　 50g　215m 　［ウール75% ナイロン25%］ 　
全8色　フランス製

3

4a

b

d

f

h

c

e

g

NEW

7/25
発売

8/10
発売

8/10
発売

ニット
k i t

7/25
発売
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リビングやキッチンに似合う、暮らしを彩る刺し子小物

2　和洋どちらのテーブルセッティングにもマッチする刺し子のコースター。亀甲の形を生かした６種の柄をお楽しみいただけます。

3　魔除けや子どもの健やかな成長を願う意味が込められた〈麻の葉〉をアレンジ。明るい青色の土台布に白糸で刺すので、軽やかな雰囲気に仕上がります。

4　一定の針目で同じ方向に順番に刺していく刺し子の技法「ひと目刺し」の代表的な柄〈柿の花〉をあしらったきんちゃく。先染めチェックの裏布つき。

5　土台布に吉祥柄の亀甲と４種の柄を刺して、ファスナーなしで仕上げます。椅子の種類を選ばない約35cm角の使いやすさも魅力。ウレタンマットつきです。

6　円満が続く吉祥を意味する七宝のアレンジ柄を、ティッシュケースに刺しました。

刺し子のクロス〈亀甲〉 Z ￥5,184　353329 K ￥45,360　約103×90㎝　＊柄デザイン：近藤陽絽子K
刺し子のコースター〈亀甲〉 Z ￥2,376 353332 K ￥10,800　約13×11.5㎝　6枚セット　＊柄デザイン：近藤陽絽子K
刺し子のミニクロス〈麻の葉〉 Z ￥2,808　353333 K ￥11,880　約40×40㎝　＊柄デザイン：近藤陽絽子K
刺し子のきんちゃく〈柿の花〉 Z ￥3,024　353334 K ￥9,720　約22×20㎝K

1
2
3
4

刺し子のチェアマット〈亀甲〉 Z ￥3,888　353330 K ￥12,960　約35×35㎝　＊ウレタンマット付き　＊柄デザイン：近藤陽絽子K
刺し子のティッシュケース〈七宝〉　Z￥3,024　353331 K ￥12,960　約25×13×7㎝K

5
6

藍色に白糸で亀甲柄を刺した、モダンなマルチクロス

1　刺し子作家近藤陽
ひ

絽
ろ

子
こ

さんのオリジナル柄を取り入れたマルチクロス。テーブルクロス、カバーリングクロスなど、様々な用途にお使いいただけます。

刺し子のある暮らし

刺し子作家近藤陽
ひ

絽
ろ

子
こ

さんの

オリジナル柄をはじめ、

伝統的な柄を使いやすい小物でご提案。

和洋のどちらの暮らしにも使いやすく、

手軽な仕立て方を工夫したアイテムを

お楽しみください。

8月10日発売

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

6

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」（暮しの手帖社）がある。



♦アトレ吉祥寺店にて　
　青木和子さんのスペシャルレッスン開催
8月6日(木 )　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　詳細はアトレ吉祥寺店まで。

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

【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.55 2015 年 7 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 8月号 vol.56』は8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7 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6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 6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

季節の刺し子 楽しいイベントが続く季節です。人気の伝統柄に加え、

ハロウィンのかわいいデザインをご用意しました。

1

3

2

4 5　　　　

ハロウィンパーティ Z ¥864　459349 K ¥8,424　（使用糸：d,f）K
花ざしⅡ〈ピンク〉 Z ¥951　459350 K ¥9,591　（使用糸：a）K
ハロウィン Z ¥864　453309 K ¥7,128　（使用糸：d,g）K
七宝つなぎ Z ¥864　457444 K ¥7,128　（使用糸：b,e）K
花亀甲 Z ¥648　457578 K ¥6,912　（使用糸：c）K
刺し子糸　〈a：ぼかし〉¥324　〈b～ g：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、3、4、5  約32×37㎝　2  約30×36㎝
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ニーナのチャームで楽しい手づくり体験を

ボディは完成済みなので、あとはお洋服をつくるだけ。身頃と靴は型抜き済みのフェルト、スカートは

バイアステープを使っているので、簡単につくれます。お子さまにもおすすめ。

＊各店でレッスンを行います。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。）

7/25
発売

353321 353322

NEW NEW

♦「ニーナドレスデザイン画コンテスト」
　結果発表！

♦「ニーナファッションコンテスト」作品募集中!

♦夏休み!手づくりチャレンジフェア 7月25日（土）～8月31日（月）

♦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

【NEWS】 【 EVENT】

「ニーナドレスデザイン画コンテスト」にたくさんのご応募、あり
がとうございました。応募総数275作品の中から、金・銀・銅賞
が決定しました。詳細はホビーラホビーレホームページをご覧
ください。

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。
8月6日（木）～12日（水）アトレ吉祥寺店／8月21日（金）～30日（日）西武池袋本店
8月24日（月）～30日（日）仙台店／9月8日（火）～15日（火）日本橋三越本店

♦二子玉川店アニバーサリーフェア開催
　7月30日（木）～8月9日（日）
開店1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。

大人も子供も楽しくカンタンにつくれるキットが大集合 !この夏、お好きなアイテムで
手づくりをはじめてみませんか。体験レッスンも開催します。

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。
裏面▶

▲笹谷直央様 ▲原田和佳様 ▲鈴木美悠様

◀左から
フラワーリリヤンサマーバッグ
クロスステッチティッシュケース
プチバスケット

金賞 銅賞銀賞

＊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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