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メルスリー～私のお気にいり～
赤ずきん　Little Red Riding Hood ／この秋注目！ ホビーラホビーレのリバティプリント

はじめよう！ 秋のニット大特集／秋のウエア特集／ふわふわひつじ／

フラワーリースのカレンダー／季節の刺し子
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	 Z	¥6,264　353335　K	¥47,520　約73×73㎝	
　Z	¥5,616　353336　K	¥24,840　約29×37㎝	

　Z	¥2,808　353337　K	¥12,960　約13×13㎝	
　Z	¥3,240　353384　K	¥7,452　約31×44㎝	
　Z	¥2,160　353340　K	¥10,800　赤ずきん：約11×8㎝　バスケット：約5×6㎝	

　Z	¥3,996　353341　K	¥17,280　＊ドール本体別売	
　Z	¥3,780　353181　K	¥10,800　約35㎝　＊ドール本体縫製済　＊発売中	

　Z	¥3,780　353339　K	¥14,040　約10×16×6㎝	

心に残る名作童話の世界を、ステッチやアップリケでいきいきと描いて

	 	キッ

1　お母さんのおつかいで、おばあさんのお見舞いに出かけた赤ずきんちゃん。物語の印象的な情景をシンプル刺しゅうでカラフルに描きます。

2　おはなしの4つのシーンをフレームに収めました。赤いずきんはオーガンジー、バスケットは網目テープのアップリケで表現した手仕事たっぷりのコラージュです。

■プチモチーフコレクション〈赤ずきん〉
¥2,160/m　約110〜112cm幅
［綿100%］　日本製

名作童話の情景や様々な森の動物たちが描かれた、絵本を
見るように楽しいカンバセーション柄。髙野紀子さんとがなは
ようこさんのコラボレーションイラストです。

310657

約21cm

310658

クロスステッチの赤ずきんをミニフレームに

3　バスケットを持った、赤ずきんちゃんが愛らしい。布の織り目を数え

て埋めていくので、初めて刺しゅうにチャレンジする方にもおすすめです。

フェルトでつくる可愛い赤ずきんのチャーム

5　フェルトのマスコットは、大人から子どもまで楽しめるお手軽ハンドメ

イド。赤ずきんとバスケットが、簡単に仕上がります。贈り物にもぴった

りです。

絵本のようなプリントが魅力、簡単バッグ

4　人気のバッグをカンバセーション柄で。写真のアイボリー地のほか、ピ

ンク、グレー地の3配色からお選びください。

Little Red Riding Hood
赤ずきん

8月25日発売

童話『赤ずきん』をテーマにした手づくりで、

物語の世界を楽しんでみませんか。

絵本作家・髙野紀子さんとイラストレーター・がなはようこさんが

コラボレーションしたカンバセーション柄が登場。

おはなしのシーンを描いた刺しゅうや布小物、

フェルトマスコットなど、

様々なアイテムもご用意しました。

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
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　	ラミネート　
¥1,512/本　約108〜110cm幅×約50cm
［綿100%（表面PVCコーティング）]　日本製

　	50cmカットクロス　
¥1,080/本　約110〜112cm幅×約50cm
［綿100%］	

310656 310670

310671

310672

310687

310688

310689
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復刻パッチワークプリントでつくる口金ポーチ

10　パッチワークプリントを活かして、柄の配置はお好みでおつくり

いただけます。マーブル口金と色を合わせて楽しんで。

11　マーブル口金は新色のレッド、ネイビーのほか4色をご用意しています。

モチーフクロス〈赤ずきん〉	 Z	¥6,264　353335　K	¥47,520　約73×73㎝	
コラージュフレーム〈赤ずきん〉　Z	¥5,616　353336　K	¥24,840　約29×37㎝	
クロスステッチのフレーム〈赤ずきん〉　Z	¥2,808　353337　K	¥12,960　約13×13㎝	
コニーバッグⅢ〈アイボリー〉　Z	¥3,240　353384　K	¥7,452　約31×44㎝	
アクセサリーチャーム〈赤ずきん〉　Z	¥2,160　353340　K	¥10,800　赤ずきん：約11×8㎝　バスケット：約5×6㎝	
ドレスセット〈赤ずきん〉　Z	¥3,996　353341　K	¥17,280　＊ドール本体別売	
ドール本体キット〈アンナ〉顔ししゅう入り　Z	¥3,780　353181　K	¥10,800　約35㎝　＊ドール本体縫製済　＊発売中	
 くちがねポーチ〈赤ずきん〉　Z	¥3,780　353339　K	¥14,040　約10×16×6㎝	
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ブックカバー〈赤ずきん〉　Z	¥3,240　353338　K	¥11,880　約16×12㎝	 　　　

フードマントKids　Z	¥6,588　（ウールシェリー	402355：6コ　	402354：1コ　IS：403186）　K	¥28,188	
パッチワークプリント・口金ポーチ　Z	各¥2,808　〈グリーン〉459452　〈レッド〉459448　〈ネイビー〉459451　K	各¥7,020
約13×15㎝	

マーブル口金12㎝　各¥1,512　〈レッド〉459382　〈ネイビー〉459384　約12㎝	
パッチワークコースター　Z	¥1,944　353342　K	¥8,100　約11×11㎝（2枚セット）　＊針2種・待ち針・糸通し入	
＊1、2、3、7、8イラスト：髙野紀子　5イラスト：がなはようこ
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赤ずきんのアンナと一緒にメルヘンの世界へ

赤いチェック布がキュートな口金ポーチ

手ざわり柔らか、起毛素材のブックカバー 手編みのフードマントでおはなしの主人公に

6　チロル風ワンピースのドレスセットで、アンナも赤ずきんに変身！	 	キッ

トにはリンゴとバスケットもついています。

7　温もりのある土台布の前面に赤ずきん、後ろ面にオオカミのワンポ

イントを刺しゅう。赤を効果的に使って。

8　半縫製済みの土台布に、刺しゅうをして仕立てる簡単アイテム。

ページマーカーにはお花のチャームをつけて。

9　並太糸〈ウールシェリー〉で編む、赤ずきん風マント。メリヤス編みの

本体に、縁編みやポンポンつきリボンをプラスして。

■
¥2,160/m　約110〜112cm幅
［綿100%］　日本製

ようこさんのコラボレーションイラストです。

■プチモチーフコレクション〈パッチワークプリント ･ フラワー／チェック〉

パッチワークプリント ･ フラワー

パッチワークプリント ･ チェック

■プチモチーフ
コレクション ･
カットクロスセット

■プチモチーフ
コレクション ･
カットクロスセット

¥2,376/m　110〜112cm幅　［綿100%］　日本製

¥4,320/個　約53×38cm
2柄全色入り

¥2,592/個
約53×50cm
2柄4種入り

約23cm

約28m

約28cm
約23cm

ホビーラホビーレ40周年を記念して、アーカイブの人気コレクションから復刻した花柄とチェック柄を
パッチワークプリントにアレンジしました。小物からインテリアまで、様々な用途にお使いいただけます。

310659

310665

310663

310660

310666

310664

310661 310662

310667 310668

フェルトでつくる可愛い赤ずきんのチャーム

5

りです。

四角つなぎと三角つなぎの、パッチワークコースター

12　パッチワークの基本テクニックを、2枚のコースターをつくりながら学べるキット。

針2種、まち針、糸通しが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

＊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。）

40周年記念商品

赤ずきん

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
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　	ラミネート　

　	50cmカットクロス　

［綿100%］	

〈ピンク系〉310685 〈ブルー系〉310686

310684

お得なセットです
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　Z ¥1,944　353389　K ¥6,588　約20 ×30 ×10㎝ 

　Z 各 ¥3,046　a〈ピンク〉353391　b〈グレー〉353392　K 各 ¥8,230

　Z ¥3,111　100㎝サイズ：0.9m （リバティプリント・ビスポーク 310716）　K ¥11,751 

　H ¥1,080　700126　Z ¥4,839　M：1.4m （リバティプリント・ビスポーク 310718）　K ¥15,639

　Z ¥6,264　353343　K ¥25,920　約36 ×46㎝ 

　Z ¥4,104　353345　K ¥24,840　約13 ×22 ×7㎝ 

　Z ¥2,592　353348　K ¥9,180　約27 ×12㎝ 

　Z ¥3,456　353347　K ¥14,040　約15.5 ×22㎝ 

　Z ¥2,592　353346　K ¥12,960　約7 ×6 ×6㎝ 

オリジナルのビスポーク柄でつくる、チャーミングなバッグとポーチ

1　真ん中にたたんだタックがかわいい、ビスポーク柄〈 メルスリー〉のバッグ。写真の色のほか、お好きな色柄をセットいたします。

2　〈 メルスリー〉と〈 ボビンズ 〉の2 柄を使った、バネ口金ポーチのセット。共布の大きなリボン飾りがデザインポイントです。

〜私のお気にいり〜
メルスリー

9月10日発売

かわいらしい布地、糸やボタンなどの手芸用品が並ぶ、

パリの手芸屋さん「メルスリー」のテーマには、手仕事の楽しさがいっぱい。

描き下ろしのホビーラホビーレ限定ビスポーク柄や人気のリバティプリントを使って、

簡単ソーイングやアップリケ、手仕事グッズなど、おしゃれなアイテムを各種ご用意しました。

カラフルなボビンが弾むプリントで、お気にいりスカートを

3　ギャザーやフリルが大好きな女の子におすすめの、一日で縫い上がる簡単スカート。リズミカルで楽しいプリントが、

3 段切り替えのデザインにぴったり。

4　落ち着いたグレイッシュトーンの〈 ボビンズ 〉を、ウエストヨーク切り替えのスカートに。ブラウス、ニットなど、どん

なトップスとも相性のいいデザインです。

310711

310715

310712

310716

310713

310717

310714

310710

310718

メルスリー　Mercerie
ソーイングアイテムやニット、キットやアクセサリーなど、ホビーラホビーレのお店にあるモチーフを散りばめた柄。
人気のリバティプリント9 柄をモチーフの中に落とし込み、ホビーラホビーレの頭文字「H」のマークが柄の中に隠れています。

ボビンズ　Bobbins
英国リバティ社のシニアデザイナー、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）と針、ボタンがリズミカルにデザインされています。

約 10cm

約 15cm

約 10cm

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

［ 綿100% ］　日本製

創業40周年を記念して、ホビーラホビーレのために描き下ろ

された限定プリント。優しい色とタッチで描かれた2柄です。

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

40周年記念商品

1

3

4

2 a

2 b
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タックトートバッグS〈パープル〉　Z ¥1,944　353389　K ¥6,588　約20 ×30 ×10㎝ 

ペアのバネ口金ポーチ　Z 各 ¥3,046　a〈ピンク〉353391　b〈グレー〉353392　K 各 ¥8,230

大：約9.5 ×16㎝　小：約7.5 ×11㎝

こどものティアードスカート　Z ¥3,111　100㎝サイズ：0.9m （リバティプリント・ビスポーク 310716）　K ¥11,751 

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・ビスポーク 310718）　K ¥15,639

アップリケタペストリー〈メルスリー〉　Z ¥6,264　353343　K ¥25,920　約36 ×46㎝ 

ソーイングケース〈メルスリー〉　Z ¥4,104　353345　K ¥24,840　約13 ×22 ×7㎝ 

はさみケース〈メルスリー〉　Z ¥2,592　353348　K ¥9,180　約27 ×12㎝ 

フラットポーチ〈メルスリー〉　Z ¥3,456　353347　K ¥14,040　約15.5 ×22㎝ 

ピンクッション〈メルスリー〉　Z ¥2,592　353346　K ¥12,960　約7 ×6 ×6㎝ 

1
2

3
4
5
6
7
8
9

コラージュフレーム〈メルスリー〉　Z ¥5,616　353344　K ¥24,840　約37 ×29㎝ 

リバティプリントかぎ針セット〈メルスリー〉　各¥8,424　〈ピンク〉502668　〈グレー〉502669　かぎ針ケースと、かぎ針2・3・4・5・6・7・8・10号入 

リバティプリントかぎ針ケース〈メルスリー〉　各 ¥3,024　〈ピンク〉502666　〈グレー〉502667　約18 ×34㎝ 

リバティプリント棒針セット〈メルスリー〉	 各 ¥15,120　〈ピンク〉502672　〈グレー〉502673

棒針ケースと、2 本棒針3～13 号、4 本棒針4・6・8・10 号入 

リバティプリント棒針ケース〈メルスリー〉　各 ¥4,536　〈ピンク〉502670　〈グレー〉502671　約38 ×50㎝

リバティプリントソーイング缶〈ボビンズ〉各 ¥1,944　〈アイボリー〉502678　〈ピンク〉502679　〈グレー〉502680 

リバティプリントソーイング缶〈メルスリー〉 各 ¥1,944　〈アイボリー〉502674　〈ピンク〉502675　〈ネイビー〉502676　〈グレー〉502677 

＊5、6、8、9、10イラスト：がなはようこ 
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オリジナルのビスポーク柄でつくる、チャーミングなバッグとポーチ

1　真ん中にたたんだタックがかわいい、ビスポーク柄〈 メルスリー〉のバッグ。写真の色のほか、お好きな色柄をセットいたします。

2　〈 メルスリー〉と〈 ボビンズ 〉の2 柄を使った、バネ口金ポーチのセット。共布の大きなリボン飾りがデザインポイントです。

カラフルなボビンが弾むプリントで、お気にいりスカートを

3

3 段切り替えのデザインにぴったり。

4

なトップスとも相性のいいデザインです。

アップリケで描いた、かわいい手芸屋さんとお道具いろいろ 手仕事の時間が待ち遠しくなる、ソーイングケースとはさみ入れ

5　小さな手芸材料がウィンドウいっぱいに飾られたメルスリー。ボビンやミシン、ピンクッションなど、かわいい

アイテムの数々をアップリケします。

6　持ち運びしやすいオーバル形のケース。内 側にはミシン糸などを入れるポケットとピンクッションがつきます。

長さ20cm の定規などが収まるので、レッスンにもおすすめです。

7　手 縫いでつくることもできる、 簡 単 仕 立てのはさみケース。 表 布と内 布に２種のビスポーク柄を使いました。

22 ～24cm の標準サイズのはさみが収まります。

針仕事を彩る、愛らしくて使いやすい布小物 大人の女性がときめく、スイートカラーのメルスリー

8　前面はメルスリーをカラフルに刺しゅう、後ろ面にはビスポーク柄を一面に使いました。刺しゅうにチャーム

やビーズをトッピングして仕上げます。

9　針仕事に欠かせないピンクッション。お道具をアップリケした筒型の側面に、ビスポーク柄のクッションを乗

せました。縫い物が好きな方への贈り物にも。

10　２階建ての手芸屋さんの外観をアップリケ。エッフェル塔のチャームや小さな生地など、立体的なトッピン

グをプラスして楽しい雰囲気に。

編む、縫うの道具をセットした、
ビスポーク柄の布小物

11　かぎ針が8 本入った実用的なセット。

12　お手持ちのかぎ針を収納できるケース。

13　2 本棒針11 種、4 本棒針4 種が入ったセット。

14　持ち運びに便利な棒針ケース。

15　 缶に入った携 帯 用ソーイングセット。 ビス

ポーク柄のきんちゃく袋に収納できます。

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
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色違いのリボン柄でつくる、起毛ガーゼの定番アイテム

1　秋らしいミックスカラーのギャザーブラウス。筒袖なので、重ね着しやすいのもポイントです。パンツにもスカートにもよく似合います。

2　優しい肌ざわりのガーゼ地のプリントワンピースは、はおりものとのコーディネートで、秋から冬まで長く着られる一枚に。

着心地のいい起毛素材を新デザインのスカートに 軽くてしなやか、コットンビエラのリバティプリントスタイル

3　新しいパターンのヨークフレアスカート。裾さばきがよく、身体の動

きに添って広がるしなやかなドレープが魅力。旅にもおすすめです。

4　たんぽぽの綿毛をモチーフにした〈フェアリー・クロック〉のワンピースは、シックで大人っぽい雰囲気。重ね着しやすいシンプルな形です。

5　スタイリッシュな〈 パフ 〉をタック入りチュニックに。インナーを組み合わせて、重ね着ができるデザインです。

　H ¥1,080　700098　Z ¥6,977　M：1.7m （リバティプリント・綿麻起毛ガーゼ 310701）

 

（ギャザー切替・七分ギャザー袖）　H ¥1,080　700136　Z ¥6,567　100㎝サイズ：1.6m 

310700）　K ¥16,384 

　H ¥1,080　700145　Z ¥6,480　M：1.5m （リバティプリント・シルキースウェード 310756）　K ¥17,280

　H ¥1,080　700115　Z ¥6,804　M：2.1m （リバティプリント・コットンビエラ 310706）　K ¥17,604 

　H ¥1,080　700122　Z ¥5,832　M：1.8m （リバティプリント・コットンビエラ 310750）　K ¥16,730 

　H ¥1,080　700117　Z ¥7,258　M：2.1m （リバティプリント・ビスポーク 310696）　K ¥17,810

■リバティプリント ･ シルキースウェード

■リバティプリント ･ 綿麻起毛ガーゼ　 

■リバティプリント ･ コットンビエラ　
¥4,320/m　約108 〜110cm 幅　［ ポリエステル100% ］　日本製

¥4,104/m　約103 〜105cm 幅
［ 麻55% 綿45% ］　日本製

¥3,240/m　約110 〜112cm 幅　［ 綿100% ］　日本製

310753

310700

310750310704310755

310701

310751310705310756

310702

310752310706

シワになりにくく、ドレープ性に富んだシルキータッチの起毛素材。
オールドリバティプリント風の花柄を、着やすい柄サイズにアレンジ。帯電防止加工済み。

起毛加工を施した柔らかくウォーム感のある綿麻ガーゼに、
人気のリボン柄をプリント。
秋冬のコーディネートを意識した３配色をご用意しました。

洗練された人気柄の〈パフ〉を、やわらかなコットンビエラにプリント。
秋冬のトレンドカラーのパープル、濃紺、黒の3 色で色づけしました。

ウエア向きの人気柄を選び、優しい風合いのコットンビエラにプリントしました。
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。

約 10cm

約 12cm 約 18cm 約 18cm

この秋注目！
ホビーラホビーレの
リバティプリント

タナローンに加え、起毛加工したガーゼやビエラなど、

ソーイングに向くシーズン素材のリバティプリントをお揃えしました。

お気にいりの素材と柄でつくる、定番アイテムをお楽しみください。

8月25日、9月10日発売

8/25
発売

8/25
発売

9/10
発売

9/10
発売

2

3 4
5

1

ジェニーズ・リボンズ　Jenny's  Ribbons（86％縮小）

ロッセリー　Rossellie（83% 縮小） フェアリー・クロック　Fairy Clock パフ　Puff
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310696

310699

310697 310698

エミリーズ･チェック　Emily's Check
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柄。
濃色はボトムスにおすすめです。

約12cm

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

創業40周年を記念した、限定発売のオリジナルプリント。

プリント技術を駆使した、繊細で美しいチェック柄をお届けします。

40周年記念商品

タックギャザーブラウス（長筒袖・ギャザーネック） H ¥1,080　700098 Z ¥6,977　M：1.7m （リバティプリント・綿麻起毛ガーゼ 310701）
K ¥17,777　K
こどものアンプルワンピース（ギャザー切替・七分ギャザー袖）　H ¥1,080　700136 Z ¥6,567　100㎝サイズ：1.6m 
（リバティプリント・綿麻起毛ガーゼ 310700）　K ¥16,384K
ヨークフレアスカート（67㎝） H ¥1,080　700145 Z ¥6,480　M：1.5m （リバティプリント・シルキースウェード 310756）　K ¥17,280K
ボックスワンピース（半袖） H ¥1,080　700115 Z ¥6,804　M：2.1m （リバティプリント・コットンビエラ 310706）　K ¥17,604K
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・コットンビエラ 310750）　K ¥16,730K
タックブラウス（長袖・裾リボンなし） H ¥1,080　700117 Z ¥7,258　M：2.1m （リバティプリント・ビスポーク 310696）　K ¥17,810K

1

2

3
4
5
6

タックプリーツスカート H ¥1,080 700135 Z ¥6,567　M：1.9m （リバティプリント・ビスポーク 310698）　K ¥17,367K
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310727）　K ¥17,054　K
ボートネックブラウス（七分袖） H ¥1,080　700104 Z ¥4,536　M：1.4m （リバティプリント・タナローン 310721）　K ¥15,434K
タックブラウス（長袖・裾リボンなし） H ¥1,080　700117 Z ¥6,480　M：2.0m （リバティプリント・タナローン 310732）
K ¥17,378K
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 310731）　K ¥13,500　K
リンネットボレロ Z ¥8,057　（リンネットウール 402352：6コ　キザミボタン13㎜ 457307：3コ　IS：403174）　K ¥33,977K
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 310736）　K ¥13,500K

7
8
9
10

11
12
13

オータムカラーのリバティプリントを自分スタイルで楽しんで 季節の変わり目も上質素材でおしゃれに

おしゃれ心を刺激する、ビスポーク柄のベーシックアイテム

8　  繊細なタッチで人気のカンバセーション柄〈ヨシエ〉のシンプルチュニック。組み合わせたネックレスは、P14の12でご紹介。

9　  秋色パープルの〈スリーピングローズ〉のブラウス。シンプルで着まわししやすい、人気のデザインです。

10　リズミカルでポップな柄が、スタイリングのアクセントになるブラウス。〈ジャック・アンド・チャーリー〉を使って。

11　たっぷりギャザーのイージースカートは、何枚あっても便利なアイテム。秋カラーがすてきな花柄〈ローズ〉でつくります。

12　爽やかな肌ざわりの〈リンネットウール〉で編む、丸ヨークの

ボレロ。衿から裾に向かってAラインに編んでいきます。

13　簡単ソーイングの定番スカート。ロマンチックなブーケ柄〈テ

イタム〉のシーズンカラーを使って。

6　端正で洗練されたプリントブラウスは、大人かわいい装いに活躍するアイテム。好感度が高く、様々な着こなしが楽しめます。

7　華やかさと落ち着き、2つの魅力を兼ね備えた配色を人気のスカートに。晩夏から秋まで重宝する、おすすめアイテムです。

8/25
発売

8/25
発売

8/25
発売

9/10
発売

9/10
発売

9/10
発売

9/10
発売

9/10
発売

05030201 0706色番

リンネットウール
¥1,188/玉　40g　150m
［ウール80% 麻20%（リネン）］
全6色　日本製
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バイアステープ　¥702/袋
約4cm幅×2m入　［綿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

　  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 ¥2,052/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 310728 310852

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／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

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10cm 約10cm 約18cm

約18cm 約10cm約10cm

約6cm

約18cm 約12cm 約6cm

約12cm

310715
310847
459386 310716

310848
310717 310849459387 310718

310850
459388

310696

310862 310775 310779

310795310794 310799310797

310720

310729 310732 310735

310697

310863 310776 310780310778 310781

310796 310800310798

310721

310730 310733 310736

310698

310722

310731 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（74％縮小） ■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） ■ジャック ･アンド ･チャーリー　Jack and Charly ■テイタム　Tatum（80％縮小）

■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散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（64％縮小）

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。

「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
描き下ろし柄。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。

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

459392 459394459393 459395310854 310855 310857

リバティプリントのご紹介
スペシャルなオーダーメイドの〈ビスポーク柄〉の中でも、

ホビーラホビーレのために描き下ろした2種は40周年記念の注目商品です。

その他に、人気柄の秋カラーやキルティング素材など豊富に取り揃えました。

この印がついている商品は、ホビーラホビーレ40周年記念商品です。
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オフタートルベスト Z ¥23,868　（セーブリッチ 403101：8コ　IS：403182）　K ¥67,068K
クルーネックベストクク Z ¥18,036　（セーブリッチ 403104：6コ　IS：403182）　K ¥48,276K
セーブリッチキャップ Z ¥6,210　（セーブリッチ 403103：2コ　IS：403185）　K ¥17,010K

1
2
3

セーブリッチマフラー Z ¥6,210　（セーブリッチ 403102：2コ　IS：403183）　K ¥15,930K
セーブリッチネックウォーマー　Z ¥6,210　（セーブリッチ 403104：2コ　IS：403184）　K ¥17,010K

4
5

極上な肌ざわりがうれしい！大人のための洗練ニット

1　 たっぷりとしたオフタートルと長めの丈がポイントのベスト。冬まで重宝する、コーディネート自在のおすすめアイテムです。

2　1と同じ編み地のクルーネックベスト。着こなしやすいトラディショナルな色と形を、自分らしいスタイリングで楽しんで。

3　お花のコサージュつきキャップは、エレガントな雰囲気が魅力。軽く優しい肌ざわりなので、かぶり心地も満点です。

4　透かし編みのマフラーは、秋冬シーズンの定番アイテム。大切にずっと使いたい上質なニット小物は、贈り物にもおすすめ。

5　二重の編み上がりで、暖かさ抜群のネックウォーマー。ほんのり甘さのある編み地が、首もとに女性らしい表情を添えてくれます。

はじめよう！
秋のニット大特集

ニット好きにとって、嬉しい季節の到来です。

様々な素材感が楽しめるホビーラホビーレの毛糸を使った、初

心者から上級者まで楽しめるアイテムが各種そろいました。お

気に入りを見つけて、さぁ手編みをはじめましょう。

8月25日、9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　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

8/25
発売

01

03

02

04

色番

セーブル（クロテン）とカシミヤをブレンドした、高級手編
み糸。セーブルの柔らかくなめらかな光沢感と、カシミヤ
の軽くてやさしい肌ざわりを兼ね備えた、贅沢な仕上がり
をお楽しみください。

NE
W

セーブリッチ
¥2,916/玉　40g　108m　
［カシミヤ80% 毛20%（セーブル）］　全4色
日本製

NE
W
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プチポンポンガーターマフラー Z 各¥2,646　（プチポンポン：各1コ　IS：403181）　K 各¥6,966K
a：403109　b：403111　c：403108　d：403106　e：403107　f：403112　g：403110

プチポンポンストール〈ワイン〉ププ Z ¥4,914　（プチポンポン 403105：2コ　IS：403180） K ¥13,554K
プチポンポンストール〈ブラック〉ププ Z ¥4,914　（プチポンポン 403113：2コ IS：403180）　K ¥13,554K
フェルトフラワーストール〈カラフル〉 Z ¥6,804　403216 K ¥28,404K
フェルトフラワーストール〈シック〉 Z ¥6,804　403217 K ¥28,404K
フェルトボールカラフルバッグ Z ¥6,912　403215 K ¥28,512　約17×36㎝K
フェルトチップネックレス Z 各¥2,376　a〈レッド〉403218　b〈ブルー〉403219 K 各¥4,536　約200㎝K

1

2
3
4
5
6
7

フェルトボールネックレス Z 各¥3,456　a〈マルチカラー〉459425 　b〈レッド〉459424 K 各¥5,400　1連最大：約120㎝K
フェルトボールアソート15㎜〈ピンク〉　¥864　459365 5色　20コ入　＊9月20日発売

フェルトボールアソート15㎜〈モノトーン〉　¥864　459368　4色　20コ入　＊9月20日発売
フェルトボールアソート15㎜〈ミックス〉　¥864　459369　8色　20コ入　＊9月20日発売
プチフラワーのルームアクセサリー Z ¥3,456　459426 K ¥11,016　約90㎝　＊プチフラワーリリヤンボビン別売K
プチフラワーリリヤンボビンププ ¥2,592　459209　［木製］大：約5㎝ 　小：約3.5㎝　＊とじ針付き　＊発売中

8
9a
9b
9c
10
11

プレーンな極々太タイプの糸とカラフ
ルなフェルトボールのセット。棒針と
かぎ針で、短時間に小物づくりをお楽
しみいただけます。

キュートな縁飾りつきの模様編みストール

フェルトモチーフをトッピングした
細編みバッグ

フェルトパーツでつくるカラフルネックレス

フェルトボールは思い通りにトッピング、
私だけのマフラーとストール

4、5　大判ストールの三方でゆれる、カラフルなフェルトフラ

ワーとボールのパーツがポイント。本体ができたら、縁を編みな

がらパーツをつけていきます。

6　底からぐるぐる編みながら、フェルトボールとフラワー

を編みつけます。

7　スクエアのフェルトチップを綿糸で編みつなげたネッ

クレス。軽いつけごこちが魅力。

8　フェルトボールとビーズをつなぐ1連タイプ。途中に

カニカンをつけると2連にもできます。

1　ガーター編みで編みながら、フェルトボールをつけていき

ます。首に巻いてひと結びするとバランスのいい長さ。

2、3　〈プチポンポン〉2玉で仕上がる、かぎ針編みの三

角ストール。縁に編みつけたカラフルなフェルトボールがか

わいいアクセントです。

色とりどりのフェルト
ボールでアレンジ自在
9　フェルトボールが20個

ずつセットになったアソート。

ニットに更にプラスすれば、

かわいい仕上がりに。使い方

はアイデア次第です。

お部屋もウールの
インテリア小物で
模様替え
10　毛糸とフェルトボールでつ

くるルームアクセサリー。長さ約

90cmのアクセサリー5本分の材

料がセットされています。

(別売のプチフラワーリリヤンボビ

ンを使用。）

11　プチフラワーリリヤンボビン

01

04

07

03

06

09

02

05

08

色番

プチポンポン
¥2,268/玉　100g　120m
［ウール100%］　全9色　日本製

8/25
発売

9/20
発売

NE
W

ニット
k i t

ニット
k i t

ニット
k i t

1玉で編めます
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クロッシェバスケットストール Z ¥6,426　（ロービングルルグラン 403130：2コ　IS：403175）　K ¥28,026K
クロッシェブランケット Z ¥6,426　（ロービングルルグラン 403127：2コ　IS：403177）　K ¥21,546　約70×70㎝K
スパイラルグランスヌード Z ¥3,402　（ロービングルルグラン 403128：1コ　IS：402861）　K ¥17,442K
モチーフポンチョkids Z ¥5,238　（ロービングルル 403131：5コ　IS：401929）　K ¥18,198K
ルルクロッシェキャップLadies'ルル Z ¥3,294　（ロービングルル 403132：3コ　IS：403178） K ¥10,854K
ルルクロッシェキャップKidsルル Z ¥2,322　（ロービングルル 403131：2コ　IS：403178）　K ¥7,722K
ルルクロッシェポーチMルル Z ¥2,452　（ロービングルル 403134：2コ　貝ボタン15㎜ 97325：1コ　IS：403179） K ¥8,932　約12×18㎝K
ルルクロッシェポーチS Z ¥1,480　（ロービングルル 403131：1コ　貝ボタン15㎜ 97325：1コ　IS：403179）　K ¥4,720　約8×12㎝K

12
13
14
15
16
17
18
19

ルルリングネックレス Z ¥1,350　（ロービングルル 403134：1コ IS：403176）　K ¥7,830　約135㎝K
ルルリングネックレス Z ¥1,350　（ロービングルル 401839：1コ　IS：403176）　K ¥7,830　約135㎝K
プチネップベスト Z ¥7,938　（プチネップフォープライ401487：8コ　フェルトボタン25㎜ 458618：1コ　IS：402865） K ¥33,858K
プチネップスヌードププ Z ¥3,834　（プチネップフォープライ401834：4コ　IS：403188 ）　K ¥21,114K
プチネップキャップププ Z ¥2,970　（プチネップフォープライ401489：3コ　IS：403187）　K ¥13,770K
プチネップヘアバンド Z ¥2,106　（プチネップフォープライ 402803：2コ　IS：403188 ）　K ¥6,426　約12㎝幅K
モカ Z ¥5,616　403214 K ¥13,392　約25㎝K
ミルキー Z ¥5,616　403213 K ¥13,392　約25㎝K

20
21
22
23
24
25
26
27

多様なデザインが楽しめる、変化に富んだニュアンスカラーが魅力

12　ソフトな手ざわりと身体を包み込む温もりが嬉しい、かぎ針で編むバスケット編みの大判ストール。シックなオータムカラーの糸を使って。

13　シンプルな編み方をくり返すだけで完成するブランケットは、ニット初心者にもおすすめ。グラン２玉で編み上がります。

14　グラン1玉で完成する、立体的な編み地と色の変化がおしゃれなスヌード。簡単なテクニックだけで編める、初心者にもつくりやすいデザイン。

15　四角モチーフをつないでつくる衿つきポンチョ。着たり脱いだりしやすく、首まわりまで暖かい、おすすめアイテムです。

おでかけがもっと楽しくなる、カラフルニット小物

16、17　ポコポコと丸みのある玉編みがかわいい、大人と子どものキャップ。簡単に編み上がるので、親子でお揃いに。

18、19　色の変化が楽しい玉編みのポーチは、小さなフラップがデザインポイント。左に掲載のキャップとおそろいで使っても。

20、21　〈ロービングルル〉１玉で編み上がるネックレス。細編みを輪に編みながらつなぎます。

立体感のある編み地が映える、棒針編みのベーシックアイテム

22　四角く編んだ、前身頃、後身頃をつなぐだけなので、短時間で簡単に編み上がります。秋のお気にいりの

一枚をつくりませんか。

23　模様編みのスヌードは、おしゃれ感と防寒を兼ね備えた人気小物。タウンから旅先まで、幅広いシーンに。

24　もこもこニットキャップは、こなれたカジュアルスタイルに大活躍。使いやすいベーシックカラーで編みました。

25　注目のヘアバンドを、ネップ入りの糸で編みました。大きなリボンを移動して、いろいろなアレンジを楽しんで。

ロービングルルグラン ¥3,024/玉　130g　455m　［ウール90% モヘヤ10%］　全9色　日本製

ロービングルル ¥972/玉　40g　140m　［ウール90% モヘヤ10%］　全11色　日本製

上質で柔らかなウールにモヘヤをブレンドしたロービングタイプの糸。
ロングピッチならではのグラデーションカラーを様々な編み地でお楽しみいただけます。

カラーネップをブレンドした、編みやすさと適度な太さが魅力の糸。幅広いデザインに。

18171610 19 20色番

01 03 09 05 07 10 08色番

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

プチネップフォープライ
¥864/玉　40g　85m　［ウール94% レーヨ
ン5% ポリエステル1%］　全7色　日本製

8/25
発売

8/25
発売

ぎゅっと抱きしめたくなる、
スカーフを巻いたわんこの編みぐるみ

26、27　 柔らかなループヤーンで編む、ふかふかな犬の編

みぐるみ。ペレット入りで、おすわりすることができます。

ニット
k i t

Sサイズは1玉で編めます

8/25
発売

1玉で編めます

1玉で編めます
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軽さとカラフル感に夢中！ 織りと編みのマフラー １玉で完成！ 表編みと裏編みだけでつくるキャップとマフラー

5、6　ボードに張った縦糸を交互にすくいながら織り上げる、手織りのマフラー。つくり方シートには

折りたたみ式のボードもセットされています。編み物とは違った表情が魅力。

7　〈ループファンタジー〉1玉で編む、ガーター編みのマフラー。ジャンボ針を使ってざくざく編めるの

で1日ででき上がります。

8、9　ガーター編みのマフラーと、メリヤス編みのキャップを〈ループバルーン〉で編みました。繊細

な色の変化を楽しんで。

10　愛らしいピンク系で編む、女の子のためのペア小物。マフラーは共糸で編んだボタン留め式です。

短時間で完成します。

人気クリエーター風工房デザイン、伝統のフェアアイルニッティングに挑戦

1　フェアアイル柄と無地の編み地を交互に、横長の帯状に編んだものをつなぎます。アウトドアでのウォームアイテムにもおすすめ。

2　トラディショナルな丸ヨークのカーディガン。カラフルでも深みのある色合いの編み込み模様は、着こなしやすさが魅力です。

3、4　おそろいの色と柄で編む、キャップとミトン。編み込みニットは、かわいくて、防寒効果も高い実用アイテムです。寒い季節の贈

り物にも、ぜひどうぞ。

ロングピッチのかすり染めの糸でつくった、
ふんわりと空気を含んだ柔らかいループヤーン。

ループバルーン
¥1,944/玉　80g　80m　
［ウール97% ナイロン3%］　
全12色　日本製

040302色番

13 14

1211色番

複雑な色合いとふわふわのリングが魅力の極々太糸。
ジャンボ針ニッティングにおすすめ。

ループファンタジー
¥2,268/玉　80g　80m　
［ウール86% ナイロン14%］　
全3色　日本製

武蔵野美術大学で舞台デザインを学ぶ。20代より「毛糸だま」（日本ヴォーグ社）をはじめ、多くの手芸誌に作品を発表。繊細なレース編みから多色使いの編み込
み模様まで、幅広くデザインを手がけている。近年は国内にとどまらず、欧米にも活躍の場を広げている。著書に「風工房のお気に入り 色遊び277 COLORS」 、「麗
しのレース」、「風工房のクロッシェレース」（日本ヴォーグ社）、「24色の糸で編む ニットウェアとこもの」、「風工房のスタンダードニット 」（文化出版局）ほか多数。
ヴォーグ学園、NHK出版「すてきにハンドメイド」で講師を務める。

9/10
発売

9/10
発売

9/10
発売

9/10
発売

9/10
発売

ニット
k i t

ニット
k i t

ニット
k i t

ニット
k i t

各1玉で編めます 1玉で両方編めます1玉でつくれます 1玉で編めます

風工房　Kazekoubou
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編み地と糸の個性を競う、スタイリッシュな小物

17　L字型にパーツを編みつないでいく、ドミノ編み手法のストール。ストールピンつき。

18　17と同じテクニックで編むマフラー。糸継ぎの手間もなく、１玉で編み上がります。

19　ニュアンスカラーのシックなスヌードは、棒針編みの基本テクニックだけで仕上がります。

家族みんなが笑顔になる、ふんわり優しいハンドメイドニット

20　胸もとのアラン模様がポイントのジャンパースカート。かわいさが引き立つシックな色で。

21　軽さと高い防寒効果が魅力のスパイラル模様のキャップ。幅広い世代におすすめです。

22、23　ガーター編みのフードつきのベストは、ワンちゃんのお散歩に大活躍します。

アルパカの風合いとグラデーションを生かした、定番のニットアイテム

11、12　くさり編みのお花をつなぎながら編むストール。アルパカならではの、軽く、ソフトな質感が魅力。1玉で完成します。

13　コントラストの効いた色で、立体的なスパイラル模様を効果的に表現したキャップは１玉で完成。マフラーとのペアもおすすめ。

14、15　長辺側に作り目をして、ストライプ状に編み上げるマフラー。色と編み地がランダムに変わって、複雑な質感が生まれます。

16　前後身頃をメリヤス編みで編んで、肩と両脇をとじ合わせるだけ。ドレープネックとサイドスリットがポイントです。

フェアアイルブランケット Z ¥14,040　403220 K ¥122,040　約79×109㎝K
フェアアイルカーディガン Z ¥12,960　403221 K ¥64,800K
フェアアイルキャップⅢ Z ¥4,320　403222 K ¥19,440K
フェアアイルミトン Z ¥4,320　403223 K ¥23,760K
手織りのマフラーⅡ Z ¥3,726　（ループファンタジー 403147：1コ　IS・手織りボードつき：403195）　K ¥12,366K
手織りのマフラーⅡ Z ¥3,726　（ループファンタジー 403146：1コ　IS・手織りボードつき：403195）　K ¥12,366K
バルーンマフラー Z ¥2,646　（ループファンタジー 403147：1コ　IS：402459）　K ¥8,046K
バルーンマフラー Z ¥2,322　（ループバルーン 403144：1コ　IS：402459） K ¥7,722K
バルーンキャップ Z ¥2,322　（ループバルーン 403144：1コ　IS：402459）　K ¥7,722K
バルーンマフラー&キャップKids Z ¥2,322　（ループバルーン 403142：1コ　IS：402882）　K ¥7,722K
デイジーストールⅡ Z ¥3,834　（アルパカループ 403114：1コ　IS：403193）　K ¥16,794K
デイジーストールⅡ Z ¥3,834　（アルパカループ 403115：1コ　IS：403193）　K ¥16,794K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

スパイラルキャップ Z ¥3,834　（アルパカループ 403117：1コ　IS：402862）　K ¥14,634K
アルパカループストライプマフラー Z ¥3,834　（アルパカループ 403115：1コ　IS：403192）　K ¥14,634K
アルパカループストライプマフラー Z ¥3,834　（アルパカループ 403114：1コ　IS：403192）　K ¥14,634K
アルパカループベスト Z ¥7,290　（アルパカループ 403116：2コ　IS：403191）　K ¥24,570K
レーシードミノストール Z ¥6,534　（ロービングキッスグラン 403138：2コ　ストールピン456653：1コ　IS：403194）　K ¥28,134K
レーシードミノマフラー Z ¥3,078　（ロービングキッスグラン 403138：1コ IS：403194）　K ¥16,038K
スパイラルグランスヌード Z ¥3,078　（ロービングキッスグラン 403137：1コ　IS：402861）　K ¥13,878K
アランジャンパースカートkids Z ¥4,698　（ロービングキッス　401524：5コ IS：403190）　K ¥19,818K
スパイラルキャップ Z ¥2,106　（ロービングキッス　403139：2コ　IS：402862）　K ¥8,586K
Dog'sガーターフードベストS Z ¥2,398　（ロービングキッス 402387：2コ　貝ボタン15㎜ 97325：1コ　IS：403189）　K ¥11,038K
Dog'sガーターフードベストM Z ¥2,398　（ロービングキッス 400062：2コ　貝ボタン15㎜ 97325：1コ　IS：403189）　K ¥12,118K
＊1～4デザイン：風工房

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

ロービングキッスグラン ¥2,700/玉　130g　321m　［ウール62% アクリル25% ナイロン13%］　全5色　日本製

ロービングキッス ¥864/玉　40g　99m　［ウール62% アクリル25% ナイロン13%］　全12色　日本製

ソフトな風合いのウールをかすり染めにし、芯糸を包み込むように紡績したロービングタイプの糸。

色の変化と優しい質感をお楽しみください。

413837 42 43色番

ロンググラデーションのアルパカでつくったループ状の糸を、
部分的に起毛させた表情豊かな糸。柔らかい肌ざわりをお楽しみください。

アルパカループ
¥3,456/玉　80g　216m　
［アルパカ79%（うちベビーアルパカ55%） ナイロン21%］　
全4色　日本製

01

03

02

04

色番

9/10
発売

9/10
発売

9/10
発売

9/10
発売

9/10
発売

NE
W

8/25
発売

8/25
発売

22

23

1玉で編めます

1玉で編めます

1玉で編めます

1玉で編めます
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秋のウエア特集
トレンドをほどよく取り入れた、

多彩な質感のファブリックでつくる、秋スタイルのご紹介。

きれいなシルエット、着心地にこだわったウエアや

完成度の高いおしゃれ小物で

エレガントな装いをご提案します。

8月25日、9月10日発売

■ゴブランジャカード･フォレスト	 ■モードコレクション･ドットジャカード
¥3,240/m　約143〜145cm幅　［ポリエステル100%］　中国製 ¥7,344/m　約156〜158cm幅　［綿100%］　日本製約 22cm 約 16cm

森の中に動物が隠れているゴブラン織り風の柄を、ジャカード織りにしました。
お好みに合わせて、表裏をお選びいただけます。

いくつも重なったドットをジャカード織りで表現した、奥行きのあるファブリック。
シンプルなラインのスカートやドレスにおすすめです。

310707 310694 310695

モノトーンの風景柄で、シックなクラシカルスタイル スタンダードなアイテムをドット模様のジャカードで

4　注目素材のセミフレアスカートは、モード感の演出に効果的なアイテム。秋冬のワードローブにぜひ加えた

い、おすすめスカートです。

5　森の風景が楽しい、存在感のあるトートバッグ。しっかり自立する本体に本革の持ち手を組み合わせた、世

代を問わずに使えるデザインです。

6　セミフレアスカートは広幅のドットジャカード１m で縫い上がります。改まった席にも活躍。セットしたネック

レスは、右ページの11 でご紹介しています。

7　レイヤードアイテムやアクセサリーによって、様々な雰囲気を表現できるジャンパースカート。

秋のおでかけに大活躍、
クラフトタッチの手づくり小物

1　控えめな光沢のある生地に、ビーズをつけたお花

モチーフをトッピング。

2　バッグと同じモチーフをトッピングする口金ポーチ。

スペシャルなシーンには、バッグとペアで使いたい。

3　ビーズを加えて華やかにした、 お揃いモチーフの

ネックレス。ショートタイプで、留め具はアジャスター

つきです。

　Z ¥6,372　459420　K ¥14,904　約23.5 ×39 ×12㎝

　Z ¥4,104　459422　K ¥8,964　約13 ×15㎝

　Z ¥2,700　459421　K ¥8,208　約48㎝ 

　H ¥1,080　700146　Z ¥2,916　M：0.9m （ゴブランジャカード・フォレスト 310707）　K ¥12,636 

　Z ¥4,774　353387　K ¥9,958　約25 ×39 ×12㎝ 

　H ¥1,080　700146　Z ¥6,610　M：0.9m （モードコレクション・ドットジャカード 310695）　K ¥16,330 

　H ¥1,080　700132　Z ¥9,548　M：1.3m （モードコレクション ドットジャカード 310694）　K ¥21,428 

　H ¥1,080　700148　Z ¥6,567　M：1.6m （カモフラージュ・ストレッチコーデュロイ 310761）　K ¥16,287

ーションコットンパール

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

8/25
発売

8/25
発売

8/25
発売

1

2

3

4

6

7

5
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スタンダードなアイテムをドット模様のジャカードで

6

レスは、右ページの11 でご紹介しています。

7　レイヤードアイテムやアクセサリーによって、様々な雰囲気を表現できるジャンパースカート。

カモフラージュ柄スカートで季節を先取り 柔らかいシャンブレー素材のシンプルチュニック新感覚素材を楽しむヨークフレアスカート

8　 一 度 着たら手 放せなくなる、 ストレッチ地のコーデュロイスカート。

コーディネート次 第で、カジュアルにも、シックにも表 情を変える、 出

番の多いアイテムです。

10　肌ざわりの良いシャンブレー地のチュニックは、大人のきれいめカ

ジュアルスタイルにぴったり。組み合わせたネックレスは、15 でご紹介し

ています。

9　リップル加工の表情が楽しめるコーデュロイは、縫いやすく、カジュア

ルになり過ぎないのが魅力。シーズンを通して活躍する、NEW デザインの

ひざ丈スカートです。

■カモフラージュ･ストレッチコーデュロイ	 ■シャンブレー起毛■コーデュロイ･リップル
¥4,104/m　約103 〜105cm 幅

［ 綿98% ポリウレタン2% ］　日本製
¥2,592/m　約112 〜114cm 幅

［ 綿100% ］　日本製 
¥3,024/m　約98 〜100cm 幅

［ 綿100% ］　日本製

310761 310762310757 310763310758 310764310759

なめらかな風合いで伸縮性のある薄手コーデュロイに、着こなしやすい配色の
カモフラージュ柄をプリント。パンツやスカートにおすすめです。

起毛加工を施した、柔らかな風合いのコットンシャンブレー。
コーディネートしやすい３色をご用意しました。ブラウスやチュニックなどに。

リップル加工を施した、しなやかでソフトな風合いが新鮮なコーデュロイ。
秋から冬にかけて着こなしやすい３色をご用意しました。

約 22cm

クラフトバッグ〈フルール〉　Z ¥6,372　459420　K ¥14,904　約23.5 ×39 ×12㎝

クラフト口金ポーチ〈フルール〉　Z ¥4,104　459422　K ¥8,964　約13 ×15㎝

クラフトネックレス〈フルール〉　Z ¥2,700　459421　K ¥8,208　約48㎝ 

セミフレアスカート　H ¥1,080　700146　Z ¥2,916　M：0.9m （ゴブランジャカード・フォレスト 310707）　K ¥12,636 

シンプルトートバッグ（応用）　Z ¥4,774　353387　K ¥9,958　約25 ×39 ×12㎝ 

セミフレアスカート　H ¥1,080　700146　Z ¥6,610　M：0.9m （モードコレクション・ドットジャカード 310695）　K ¥16,330 

パネルジャンパードレス　H ¥1,080　700132　Z ¥9,548　M：1.3m （モードコレクション ドットジャカード 310694）　K ¥21,428 

セミタイトスカート（62㎝）　H ¥1,080　700148　Z ¥6,567　M：1.6m （カモフラージュ・ストレッチコーデュロイ 310761）　K ¥16,287

1
2
3
4
5
6
7
8

ヨークフレアスカート（62㎝）　H ¥1,080　700145　Z ¥4,234　M：1.4m （コーデュロイ・リップル 310759）　K ¥15,034 

ボートネックチュニック（七分袖）　H ¥1,080　700104　Z ¥4,925　M：1.9m （シャンブレー起毛 310762）　K ¥15,822

コットンパールパヴェネックレス　Z ¥3,456　459422　K ¥8,424　約54㎝

ガラスビーズバイカラーネックレス〈ネイビー〉　Z ¥3,024　459428　K ¥6,264　約89㎝ 

ブレードビジューネックレス〈ブラック〉　Z ¥3,240　459429　K ¥8,640　約49㎝ 

フラワーリリヤンボビンブローチⅤ　Z ¥3,456　459427　K ¥5,940　約7㎝・2コセット 

別売：フラワーリリヤンボビン　 ¥3,024　457293　［木製］大：約7.5㎝　小：約4.5㎝　＊編み棒・とじ針つき　＊発売中

カラフルパーツ・ネックレス　Z 各¥3,024　a〈ピンクベージュ〉459430　b〈ブルー〉459431　K 各¥7,020　内：約80㎝　外：約100㎝

9
10
11
12
13
14

15

グレーのグラデーションコットンパール

11　コットンパールを9 ピンでつなぎながらつくるネックレス。キラキラと

華やかな光を放つ、パヴェボールがアクセント。

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
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8/

8/

8

11

きらめき素材でつくるエレガントアクセサリー 秋色のウール素材を楽しむネックレス

12　2 色のガラスビーズとシルバービーズをワイヤーに通してつくる、シ

ンプルであきのこないデザインのネックレス。

13　テグスに通したビーズで三つ編みしてつくるショートタイプのネック

レスです。

14　フラワーリリヤンボビンでつくる、シフォンとスエードリボンのお花の

ブローチ。花心にはキラキラ光るボタンを使って華やかに。

15　円形にカットされた圧縮ウールでつくった、ヨーヨーとお花モチーフ

をつなげてつくるネックレス。

9/10
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発売

12

13

14

15a

15b

9

10



【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
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次回『MONTHLY PRESS 9月号 vol.57』は9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（月）からになります。月8 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7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 7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

ふわふわひつじ

フラワーリースのカレンダー

1　三姉妹の微笑ましい暮らしぶりを、クロスに刺しゅうで描きます。

2　半縫製済みの土台に、読書をする姉妹を刺しゅう。手軽に仕上がるブックカバー。

3　編み物を楽しむ三姉妹をポーチに刺しゅう。大きく口が開くワイヤー口金の使いやすい形。

本体は縫製済み、数字部分は色印

刷してあるので、お花部分を刺しゅ

うするだけででき上がります。

9/10
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ふわふわひつじのステッチクロス Z ¥3,240 353349　K ¥27,000　約47×47㎝

ブックカバー〈ふわふわひつじ〉 Z  ¥3,024　353350　K ¥11,880　約16×12㎝
バニティポーチ〈ふわふわひつじ〉 Z  ¥3,456　353351　K ¥12,960　約10×15×10㎝
＊1～3イラスト：ひろはたゆうこ

1
2
3

フラワーリースのカレンダー
Z ¥6,048　353352 K ¥36,720K
約65×50㎝ ＊イラスト：髙野紀子

かわいい新キャラクター、ひつじの仲良し三姉妹が初登場。編み物、お料理、ピクニック……、ひつじたちの

楽しい毎日を、シンプルテクニックの刺しゅう小物でお楽しみください。

ひと針ひと針心を込めた刺しゅうの

カレンダーは、ご自宅用はもちろん、

お世話になった方への

贈り物にもおすすめ。

来年は月ごとに種類の違う、

季節のフラワーリースを

多色刺しゅうで描きます。

季節の刺し子 秋が深まるほどに、針仕事がますます楽しくなってきます。

愛らしい伝統柄、実りの季節ならではの動物や果物柄をご用意しました。

1

3

2

4 5　　　　

花十字 Z ¥648　459351 K ¥9,288　（使用糸：b）K
三菱亀甲 Z ¥648　459352 K ¥9,288　（使用糸：c）K
ぶどうとりすぶぶ Z ¥648　455882 K ¥6,912　（使用糸：d）K
りんご Z ¥864　456690 K ¥7,128　（使用糸：a,e）K
木の実とりす Z ¥864　457310 K ¥7,128　（使用糸：f,g）K
刺し子糸　各 ¥216
刺し子針　¥141　502320　（針長短5本、糸通し入）
＊できあがりサイズ：約32×37㎝

＊1：8/25発売　2：9/10発売　3～7：発売中
＊2デザイン：近藤陽絽子
＊3～5イラスト：がなはようこ

1
2
3
4
5
6
7

452073 452077

454795

457308

454438

457904

452079

1

2

3
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♦「アルネ&カルロス」デザインの
　ニットキットご予約承り中

♦締切り迫る!「ニーナファッションコンテスト」

♦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）

♦「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

♦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】

お待たせしました!大人気ニットデザイナー「アルネ&カルロ
ス」のキットを9月20日（日）に発売いたします。新作のブラ
ンケットやマフラーに加え、ご要望におこたえして、昨年好評
のキットもご用意いたしました。発売に先がけて、8月10日よ
りご予約承り中です。詳細は各店頭POP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。8
月28日（金）当日消印有効。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。

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ではじめてみませんか。体験レッス
ンも開催します。

掲載作品の一部を期間限定で展示いたします。
開催中～8月12日（水）　アトレ吉祥寺店
8月24日（月）～30日（日）　仙台店　

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。

♦大阪髙島屋ホビーラホビーレ
　売場移動のお知らせ
大阪髙島屋店は8月13日（木）、同フロア内（中央エスカ
レーター寄り）に売場移動いたします。引き続き手編みや
パッチワーク、体験レッスン等を開催いたします。皆様のご
来店お待ちしております。

*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。

〈注目の7アイテム〉new フローラカラーブ
ランケット／ new フローラカラーマフラー
／new 雪模様のポンチョ／フラワーガーデ
ンブランケット／フラワーガーデンマフラー
／雪模様のスヌード／雪模様のミトン

▲雪模様のポンチョ ▲フラワーガーデンブランケット
左から、チャーム〈ニーナ〉▶
クロスステッチティッシュケース
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