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ハリスツイードのバッグコレクション
ホビーラホビーレのお正月／世界を旅するステッチシリーズ フランス紀行／

アルネ&カルロス 僕たちの庭へようこそ! ／秋冬に活躍 ! ニット&ソーイング／

華やかな香りにつつまれて／節分／季節の刺し子
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　Z ¥3,888　353424　K ¥16,740　約29 ×14㎝　＊イラスト：がなはようこ 

　Z ¥3,240　353420　K ¥16,200　約42 ×18㎝　＊イラスト：がなはようこ 

　Z ¥1,944　353421　K ¥10,260　約13 ×17㎝　＊イラスト：がなはようこ 

 ¥2,808　353422　K ¥11,880　高さ約11㎝　＊1 体分のセットです 

 　Z ¥3,672　403278　K ¥23,112　高さ約11㎝　＊3 体セットです 

　Z ¥2,808　353423　K ¥15,120　約13 ×13㎝　＊デザイン：内掘久美子 

　Z ¥2,160　353430　K ¥11,340　さる：約10.5 ×8.5㎝　バナナ： 5 ×6㎝　＊イラスト：がなはようこ 

　Z ¥4,644　353426　K ¥27,000　約35 ×30㎝　＊イラスト：髙野紀子 

お正月
10月20日発売

新しい年を迎える準備を、はじめましょう。

魔除けの象徴として親しまれてきた

干支の「さる」を主役にしたキットのほか、

十二支や七福神、お正月モチーフなどをあしらった、

福を呼ぶデザインが揃いました。

様々な手法のハンドメイドでお楽しみください。

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

かわいい三猿の編みぐるみ

置いても飾れる、壁掛けにもなる、三猿のフレーム

新年につくってあげたい、かわいい干支のチャームクロスステッチでつくる干支のフレーム

さるの表情やしぐさが楽しい、お正月の立体デコレーション

5　 細編みで編んだ本体に、別に編んだ顔、おなか、耳を止めつけて、

ボタンやフェルト、刺しゅうで顔を仕上げます。カラフルな座布団がつい

た、3 体セットです。

1　愛らしい三猿を起毛素材でアップリケした、縦長フレーム。オーガン

ジーや金糸、スパンコールできらめき感をプラスして仕上げます。

7　綿を詰めてふっくら仕上げるフェルトのマスコット。山の賢者、山神

の使いとされるさるに、「 不幸や困難が去る（ 猿 ）」の願いを込めて。

6　富をもたらす打ち出の小槌を持ったさると松竹梅を、クロスステッチで

カラフルに描きます。手法がシンプルなので、短時間で刺し上がります。

2　 親子のさるは起毛素材、周囲にはおめでたづくしのモチーフをオーガンジーでアップリケしました。

3　 さるとコマをオーガンジー、周囲のモチーフをフェルトでアップリケした絵馬風のお飾りです。

4　 赤いベストが愛らしいお飾り。3 つ揃えると「 見ざる、言わざる、聞かざる 」がつくれます。

ホビーラホビーレの

1

3

6

7

4

2

5

ニット
k i t



02

アップリケフレーム〈さる〉　Z ¥3,888　353424　K ¥16,740　約29 ×14㎝　＊イラスト：がなはようこ 

ミニタペストリー〈さる〉　Z ¥3,240　353420　K ¥16,200　約42 ×18㎝　＊イラスト：がなはようこ 

絵馬飾り〈さる〉　Z ¥1,944　353421　K ¥10,260　約13 ×17㎝　＊イラスト：がなはようこ 

お飾り〈さる〉	　Z ¥2,808　353422　K ¥11,880　高さ約11㎝　＊1 体分のセットです 

3匹の子ざる 　Z ¥3,672　403278　K ¥23,112　高さ約11㎝　＊3 体セットです 

ミニフレーム〈さる〉　Z ¥2,808　353423　K ¥15,120　約13 ×13㎝　＊デザイン：内掘久美子 

メッセージチャーム〈さる〉　Z ¥2,160　353430　K ¥11,340　さる：約10.5 ×8.5㎝　バナナ： 5 ×6㎝　＊イラスト：がなはようこ 

アップリケタペストリー〈おめでた飾り〉　Z ¥4,644　353426　K ¥27,000　約35 ×30㎝　＊イラスト：髙野紀子 
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リース〈十二支〉　Z ¥4,320　353428　K ¥22,680　直径約24㎝　＊イラスト：がなはようこ 

ミニフレーム〈花てまりⅡ〉　Z ¥3,024　353431　K ¥9,180　約13 ×13㎝　＊イラスト：がなはようこ 

おめでた巾着　Z ¥2,484　353425　K ¥11,340　大：約14.5 ×12㎝　小：約12 ×10㎝ 

ドレスセット〈振袖〉　Z ¥5,616　353432　K ¥27,000　＊ドール別売 

ドール本体キット･ニーナ（顔ししゅう入り） Z ¥3,780　353180　K ¥10,800　約35㎝　＊ドール本体縫製済　＊発売中 

フレーム〈七福神〉　Z ¥4,536　353427　K ¥19,980　約13 ×50㎝　＊イラスト：髙野紀子 

クロスステッチフレーム〈お正月〉　Z ¥3,456　353429　K ¥20,520　約18 ×18㎝　＊デザイン：内堀久美子 
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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　 	IS＝つくり方シート　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

さるの表情やしぐさが楽しい、お正月の立体デコレーション

新しい年は、干支やお正月モチーフの手仕事で迎えたい

にこやかな七福神が福を呼ぶ、刺しゅうフレーム
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2　 親子のさるは起毛素材、周囲にはおめでたづくしのモチーフをオーガンジーでアップリケしました。

3　 さるとコマをオーガンジー、周囲のモチーフをフェルトでアップリケした絵馬風のお飾りです。

4　 赤いベストが愛らしいお飾り。3 つ揃えると「 見ざる、言わざる、聞かざる 」がつくれます。

8　　打ち出の小槌や鏡餅、鯛など、おめでたモチーフをちりめんやオーガンジーでアップリケ。金糸、銀糸やビーズで華やかに。

9　　色印刷済みの十二支は、刺しゅうやアップリケを施し、キルト芯と厚紙を入れて押し絵風のモチーフに。リースにつけて仕上げます。　

10　 円満で心豊かな暮らしへの願いが込められた縁起物の手まりと梅をアップリケ。小さなフレームは贈り物にもおすすめです。

13　七つの災難を除き、七つの幸福が授かるとして、室町時代から親しまれてきた七福神。土台は鮮やかな色印刷済みですから、ライン部分を刺しゅ

うするだけで完成します。

ちりめんの袋物は、お礼やお年玉入れにも

11　2 色のちりめんの巾着に羽子板と花手まりをアップリケした大小2 個

セット。手縫いで手軽に仕上がる愛らしい布小物です。

お正月のニーナはあでやかな晴れ着でおめかし

12　桜の文様のちりめんでつくった振り袖と、七宝柄の帯をコーディネー

ト。帯は格調高いふくら雀に結び、帯とおそろいの口金バッグもついて

います。ドール本体は別売り。

おめでたモチーフをクロスステッチで

14　市松格子に、羽子板、扇、松竹梅など、9 種類のモチーフが華や

かにお正月を演出します。
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ハリスツイードの
バッグコレクション
10月20日発売

100年以上にわたって守られてきた伝統と高い品質で、世界中にファンを持つハリスツイード。

今年もイギリスからの直輸入でお届けします。

ホビーラホビーレでは、大柄チェック、ミックスチェック、千鳥格子など、

厳選した色柄の11種を、カットクロスとスワッチボックスでご用意しました。

スコットランドの北西に位置するアウターへブリ

ディーズ諸島にて、昔ながらの手織りでつくら

れたツイードがHarris Tweedです。条例で保護されている織物

は世界中でハリスツイードだけであり、1909年に設立されたハリス

ツイード協会（The Harris Tweed Authority）の許可品には有

名な球体〈オーブ〉の商標がつくようになりました。その品質はハリ

スツイード協会が厳重に管理をしています。そして、その伝統は

現代でも脈 と々受け継がれており、新しいスタイルを取り入れなが

らも伝統的な生産工程にこだわってつくられています。許可の証

「ブランドタグ」がカットクロス、スワッチボックスに入っています。

■ハリスツイード・カットクロスL ¥5,400/個　約75×50cm 　［ウール100%］　イギリス製

■ハリスツイード・カットクロスS ¥2,700/個　約37×50cm　 ［ウール100%］　イギリス製

■ハリスツイード・スワッチボックス
¥4,536/個　約10cm角･10種･20枚入　［ウール100%］ 　イギリス製

309669 309676

 310875

 310878

 310881

 310866

 310869

 310872310883

 309670  309677

 310876

 310879

 310882

 310867

310870

 310873

 310865  310874

310877

 310880

 310868

310871 

約27cm

ラージトートバッグなどをつくることができるサイズ。全11柄。ブランドタグ入り。

10cm角のハリスツイード10柄を各2枚ずつ入れたスワッチボックス。
ブランドタグ1枚がセットされています。

ミニショルダーバッグをつくることができるサイズ。全11柄。ブランドタグ入り。
ハリスツイード
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セミショルダーバッグ　Z 各 ¥7,582　a：〈レッド〉353475　b：〈ブルー〉353477　K 各 ¥12,442　約20.5 ×28 ×12㎝ 

ミニショルダーバッグ　Z 各 ¥7,172　a：〈ネイビー〉353479　b：〈イエロー〉353478　K 各 ¥12,032　約22 ×23㎝ 

本革ショルダーセット　各 ¥2,592　〈ブラウン〉459593　〈ブラック〉459594　約1.5㎝幅×105〜125㎝　Dカン2 個入 

バイカラートートバッグ　Z ¥13,760　353480　K ¥18,944　約29 ×41 ×9㎝ 

1
2
3
4

本革持ち手　各 ¥1,944　〈クロ〉457996　〈ブラウン〉458396　約50㎝ 

ラージトートバッグ　Z ¥9,202　353483　K ¥14,062　約37 ×32㎝ 

ラージトートバッグ〈パッチワーク〉　Z ¥11,038　353484　K ¥21,082　約37 ×32㎝ 

5
6
7

ブリティッシュテイストのバイカラーバッグ

落ち着いた格子柄を生かした、おでかけバッグ

秋冬の装いに映える、おしゃれなミニショルダー

簡単仕立てのシンプルなトートバッグ
4　カットクロスの L、S をそれぞれ1 枚ずつ使ってつくるマチつきバッグ。本革の

持ち手でおしゃれ感がぐんとアップします。

5　高級感のある本革の持ち手。持ち手2 本と裏当て4 枚がセットされています。

1　カットクロス L サイズ1 枚で完成するマチつきバッグ。袋口はマグネットボタンです。雰囲気の異なる赤系、ブ

ルー系をご用意しました。

2　斜め掛けできる使い勝手の良さが魅力。袋口はファスナー仕立てなので、

小物を入れても安心。トラベルバッグにもおすすめです。

3　長さ調節ができる本革のショルダーセットは、D カンがセットされているので便利。

6、7　本革持ち手をつけたトートバッグは、A4 サイズが入る収納力が魅力。6 はカットクロス L サイズ1 枚で完

成。7 は片面をスワッチボックス1 個分20 枚のクロスをパッチワークし、もう片面をカットクロス S サイズ1 枚でつ

くります。

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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ニーナのロックファッション初登場! 美しいパリの街路樹とおしゃれな街並みをフレームに

3　重ね着風のトップスとチェックのミニスカートがかっこいい、ガールズロック

ファッション。ギター、編み上げブーツもすべて手づくりします。

つくって、眺めて、フランス気分！

2　ソフトなトリコロールカラーで、エッフェル塔やワイン、マカロンなどパリモチーフを刺しゅうします。文字と色地部分が色印刷されているので、

華やかな仕上がりに。

4　凱旋門からのびるシャンゼリゼ通りのマロニエの街路樹と、建ち並ぶかわいいショップやカフェをクロスステッチします。刺しゅうでパリを満喫

できる横長フレームです。

クロスステッチフレーム〈パリマップ〉 Z ¥4,752　353438 K ¥34,560　約28×28㎝　＊デザイン：内堀久美子K
ステッチクロス〈パリ〉 Z ¥3,672　353437 K ¥32,400　約47×47㎝　＊イラスト：がなはようこK

1
2

ドレスセット〈ロック〉 Z ¥3,456　353444 K ¥17,280　＊ドール別売K
ドール本体キット･ニーナ（顔ししゅう入り） Z ¥3,780　353180 K ¥10,800　約35㎝　＊ドール本体縫製済　＊発売中K
クロスステッチフレーム〈パリの街〉 Z ¥4,536　353439 K ¥32,400　約13×50㎝　＊デザイン：内堀久美子K

3

4

クロスステッチで、パリの観光名所を巡って

1　セーヌ川、エッフェル塔、凱旋門、ノートルダム大聖堂などの観光名所、マ

ルシェやカフェ等を繊細なクロスステッチで描きます。

フランス紀行

11月10日発売

今回の世界を旅するステッチシリーズは、

大人気のフランスがテーマ。

パリの街並みを色彩やかに描く、

クロスステッチフレームが登場。

ニーナのロックファッションにも注目です。

～Voyage de la France～

1



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　  IS＝つくり方シート　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

チャーム・野ウサギのスティーネ Z ¥2,808　403287 K ¥11,448　約16.5㎝K
チャーム・庭ネズミのマグヌス Z ¥2,808　403286 K ¥11,448　約14㎝K
野ウサギのスティーネ Z ¥5,184　403285 K ¥26,784　約33㎝K
庭ネズミのマグヌス Z ¥5,184　403284 K ¥26,784　約35㎝K

1
2
3
4

フローラカラーブランケット Z ¥32,400　403224 K ¥136,080　約161×161㎝K
フラワーガーデンブランケット Z ¥30,240　402893 K ¥133,920　約150×153㎝K
フローラカラーマフラー Z ¥4,968　403225 K ¥15,768K
フラワーガーデンマフラー Z ¥4,968　402894 K ¥15,768K

5
6
7
8

雪模様のポンチョ Z ¥10,800　403226 K ¥36,720K
雪模様のスヌード Z ¥6,912　402895 K ¥24,192K
雪模様のミトン Z ¥4,536　402896 K ¥19,656K
＊1～9デザイン　10、11パターンデザイン：アルネ&カルロス

9
10
11

かわいい仲良しカップルをチャームに

1、2　野ウサギのスティーネと庭ネズミのマグヌスを、手のひら

サイズの編みぐるみに。

おしゃれなスティーネと働き者のマグヌスの楽しいティータイム

3、4　スティーネは花モチーフを飾ったワンピース、マグヌスはポケットつきのオーバーオールがとってもキュート。どちらも基本的なかぎ針編みと簡単ステッ

チで仕上げます。本体は〈ベビーパレット〉、洋服は〈ウールスイート〉を使って。

アルネ＆カルロス
僕たちの庭へようこ
11月10日発売

『庭ネズミのマグヌス』はアルネ&カルロスの庭に住む
ネズミです。毎日、アルネ&カルロスのお手伝いで
大忙し。お天気の良い日は、庭での仕事はいっぱ
いだけれど、そのあとのお花畑でのティータイムの気
持ち良いことったらありません。「ラズベリーを摘んで、
パンケーキにのせよう」。そんなマグヌスにかわいいお
友だちができました。大きなお耳のおしゃれな女の子
『野ウサギのスティーネ』です。「今度、ティータ
イムに誘おうかな」。マグヌスの心は躍ります。

アルネ＆カルロス　Arne＆ Carlos

北欧の伝統的なニットや手工芸、豊かな自然からインス
ピレーションを得たデザインで世界的に注目されている、
ノルウェーのニットデザインデュオ。各国でレシピ提供や
ワークショップを行なっている。国内での翻訳本は、『北
欧のガーデンニット』、『アルネ&カルロスのあみ人形』。
この秋には『アルネ&カルロスのクリスマスボール（仮）』
が発売される。（すべて日本ヴォーグ社刊行）

*12月6日には、都内のホビーラホビーレショップにて、
ワークショップを開催予定!詳細は後日お知らせいたします。

8

10

11

アルネ＆カルロスのニットキット好評発売中！！

Story

カルロス氏（左）とアルネ氏（右）／アルネ＆カルロスの庭にて

ニット
k i t

ニット
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ニット
k i t
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　Z 各 ¥7,560　a：〈グレー〉403283　b：〈パープル〉403282　K 各 ¥33,480 

　Z 各 ¥3,240　a：〈ブルー〉403281　b：〈ピンク〉403279　c：〈イエロー〉403280　 K 各 ¥11,880　

 

　Z ¥2,128　（ウールメロディ 403245：2コ　ウールキュートプチ 20568：1コ　IS：403263）　K ¥11,632 

　Z ¥1,318　（ウールメロディ 403240：1コ　ウールキュートプチ 20568：1コ　IS：403263）　K ¥9,094 

　Z ¥3,618　（ウールメロディ 403244：4コ　IS：403262）　K ¥16,578 

　Z ¥1,998　（ウールメロディ 403244：2コ　IS：403262）　K ¥8,478

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

秋冬に大活躍！

ニット＆
ソーイング

10月20日、11月10日発売

質感と風合いにこだわった新発売の毛糸と、メランジ、レースボンディング、リボンラメツイードなど、

軽くて暖かいウール混やトレンドのミックス感のあるファブリックを各種ご用意しました。

シンプルなデザインをコーディネートとともにご紹介します。

優しい着心地、ニュアンスカラーのベスト

1　2 本どりの〈ファインモヘヤ〉で、長方形にガーター編みで編むだけ。片端に

ラメ入りのモールヤーンをプラスして衿まわりにニュアンスをプラス。落ち着いたグレー系、パープル系の2 色を

ご用意しました。

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

2目ゴム編みのシンプルマフラー
2　マフラーを編みながら、棒針編みの基本テクニックをマスター。糸

替えなしで色の変化が楽しめる〈 ロービングキッス 〉3 玉と6 号2 本棒

針（ 短 ）がセットされています。

＊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。）

2 a

2 b

2 c

1 b

10/20
発売

10/20
発売

1 a

ニット
k i t
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モヘヤガーターベスト Z 各¥7,560　a：〈グレー〉403283　b：〈パープル〉403282 K 各¥33,480K
キッスマフラー ･スターターキット Z 各¥3,240　a：〈ブルー〉403281　b：〈ピンク〉403279　c：〈イエロー〉403280 K 各¥11,880　K
＊6号2本棒針（短）入り

スモッキングミトン Z ¥2,128　（ウールメロディ 403245：2コ　ウールキュートプチ 20568：1コ　IS：403263）　K ¥11,632K
スモッキングミトンKids Z ¥1,318　（ウールメロディ 403240：1コ　ウールキュートプチ 20568：1コ　IS：403263）　K ¥9,094K
メロディマフラー Z ¥3,618　（ウールメロディ 403244：4コ　IS：403262） K ¥16,578K
メロディキャップ Z ¥1,998　（ウールメロディ 403244：2コ　IS：403262）　K ¥8,478K

1
2

3
4
5
6

スモッキングチュニック Z ¥7,960　（ウールメロディ 403248：9コ　ウールキュートプチ 20588：1コ　IS：403260）　K ¥29,560K
スモッキングチュニックkids Z ¥4,720　（ウールメロディ 403240：5コ　ウールキュートプチ 20568：1コ　IS：403261）　K ¥19,840K
チェッカーブランケット〈ブルー〉 Z ¥7,668　（ウールメロディ 403242･403243･403246：各3コ　IS：403259）　K ¥37,908　約65×80㎝K
チェッカーブランケット〈ピンク〉 Z ¥7,668　（ウールメロディ 403240･403241･403247：各3コ　IS：403259）　K ¥37,908　約65×80㎝K
フラワーリリヤンボビンスターターセット　各¥4,104　a：〈ピンク〉459618　b：〈イエロー〉459619　c：〈ネイビー〉459620　d：〈グリーン〉
459621　＊フラワーリリヤンボビン、糸3種、ヘアゴム、つくり方入

＊3、4、6、7、8デザイン：サイチカ

7
8
9
10
11

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

スモッキング刺しゅうがポイントのあったかミトン

3、4　模様編みにスモッキング刺しゅうを施したミトンは、手首部分の透かし編みがポイント。極太糸な

ので、短時間に編み上がります。親子ペアでもお楽しみいただけます。

着心地満点、かわいいスモッキングチュニック

7、8　胸もとの模様編みの表目1目、裏目2目の上にスモッキング刺しゅうを施しました。スモッキン

グのステッチの色により、キュートにもシンプルにも仕上がります。子ども用は前身頃にポケットつき。

3種類の糸で楽しむ、フラワーリリヤンボビンのお花モチーフ

11　大小の〈フラワーリリヤンボビン〉と質感の異なる3種類のファンシーヤーンのセットは4種類。ヘアゴム入りです。

極太糸で編み上げる、モダンなチェックのブランケット

9、10　3列をそれぞれボーダー模様で編み、引抜き編みで縦のラインを編み入れて、すくいとじで3枚をつ

なぎます。複雑なチェックが簡単に編み上がります。ブルーとピンク系の2配色。

ウールメロディ ¥810/玉　50g/75m　［ウール100%］　日本製 

ふくらみ感と肌ざわりの良さを、ウール原料のブレンドでバランス良く表現した糸。
プレーンな極太タイプなので、初心者にも編みやすく、幅広いデザインをお楽しみいただけます。全9色。

01 0302 04 05 06 07 0908色番

ネイビーカラーのマフラー&キャップで冬もへっちゃら

5　スタンダードな2目ゴム編みのマフラーを、〈ウールメロディ〉のネイビーで編みました。ふっくらした編み

上がりで、寒さの厳しい季節に大活躍します。

6　おしゃれなニット小物として注目のキャップを、5のマフラーとおそろいの編み地で編みました。男女兼用

でお楽しみいただけるデザインです。

NE
W10/20

発売

10/20
発売
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かぎ針編みで編む、パイナップル編みのモヘヤのボレロ

1　衿ぐりから裾に向かって編み上げるボレロ。〈モヘヤシフォン〉1本どりで、驚くほどふんわり軽い編み上がりです。

前立てには共糸で編みくるんだくるみボタンをつけました。

モヘヤシフォン ¥1,080/玉　20g/120m　［モヘヤ80% シルク20%］ 日本製

天然素材にこだわってモヘヤとシルクだけでつくった合細タイプの糸。
芯にシルクを使用し、ウールを混ぜないモヘヤのみで仕上げたことで、ピュアな質感と美しい発色、上品な光沢が生まれました。

01 0302 060504 07 08色番

上質モヘヤで編むスタンダードなクルーネックセーター

2　シンプルな色と形で、出番が多いデザイン。〈モヘヤシフォン〉1本どりのソフト&ライトな風合い、

サイドスリット入りの着心地の良さが魅力。

NE
W

シフォンクロッシェボレロ Z ¥6,102　（モヘヤシフォン 403253：5コ　貝ボタン18㎜ 97331：1コ　IS：403265）　K  ¥38,502
シフォンセーター Z ¥7,938　（モヘヤシフォン 403252：7コ　IS：403264）　K ¥40,338
シフォンローズマフラー Z ¥3,618　（モヘヤシフォン 403250：3コ IS：403266）　K ¥20,898K
シフォンバネ口金ポーチ〈グリーン〉 Z ¥2,387　（モヘヤシフォン 403254：1コ 　ウールキュート 20366：1コ　ウールキュートプチ 
20572･20577･20583：各1コ　IS・バネ口金つき：403268）　K ¥11,027　約10×17㎝K

1
2
3
4

シフォンバネ口金ポーチ〈ピンク〉 Z ¥2,387　（モヘヤシフォン 403250：1コ 　ウールキュート 20352：1コ　ウールキュートプチ 
20577･20582･20584：各1コ　IS・バネ口金つき：403268）　K ¥11,027　約10×17㎝K
シフォンクロッシェストール〈ベージュ〉 Z ¥3,618　（モヘヤシフォン 403256：3コ　IS：403267） K ¥18,738K
シフォンクロッシェストール〈グリーン〉 Z ¥3,618　（モヘヤシフォン 403254：3コ　IS：403267）　K ¥18,738K

5

6
7

シックな装いのアクセント、ローズマフラー 週末ニッティングでつくる、かぎ針編みのストール冬が待ち遠しい、カラフルモヘヤのお花ポーチ

3　ローズモチーフを1枚ずつ編んでから、つないで仕上げるマフ

ラー。ダークな色調のコートの季節に華やぎを添える、明るいピン

クが新鮮です。

6、7　〈モヘヤシフォン〉3玉で編む、透け感のある模様編みのス

トール。1本どりでスピーディに編み上がる手軽さと、エアリーな風合

いを楽しんで。

4、5　〈モヘヤシフォン〉と〈ウールキュート〉を引きそろえ、底から細

編みで編んだ本体に、小さなお花モチーフをトッピング。

4

5

11/10
発売



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　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

上質モヘヤで編むスタンダードなクルーネックセーター

2

サイドスリット入りの着心地の良さが魅力。

シフォンバネ口金ポーチ〈ピンク〉　Z ¥2,387　（モヘヤシフォン 403250：1コ 　ウールキュート 20352

20577･20582･20584：各1コ　IS・バネ口金つき：403268）　K ¥11,027　約10 ×17㎝

シフォンクロッシェストール〈ベージュ〉　Z ¥3,618　（モヘヤシフォン 403256：3コ　IS：403267）　K ¥18,738 

シフォンクロッシェストール〈グリーン〉　Z ¥3,618　（モヘヤシフォン 403254：3コ　IS：403267）　K ¥18,738 

フードつきストール　Z ¥8,424　フリーサイズ：1.0m（モードコレクション･ウールブロックチェック 310884　IS：352308）　K ¥19,224 

ストールピン　¥756　456652　約7.8㎝　＊発売中　 

ジャンパードレス　H ¥1,080　700150　Z ¥9,548　M：1.7m（水玉ドビーウール 310889）　K ¥20,348 

こどものジャンパードレス　H ¥756　700058　Z ¥4,493　100㎝：0.8m（水玉ドビーウール 310887）　K ¥12,150

8
9
10
11

ベルスリーブジャケット〈ロング丈・長袖〉　H ¥1,080　700114　Z ¥7,452　M：1.5m（圧縮ツイーディーニット 310902）　K ¥18,252 

ボックスワンピース〈半袖〉　H ¥1,080　700115　Z ¥7,452　M：1.5m（圧縮ツイーディーニット 310900）　K ¥18,252 

ヨークフレアスカート〈67㎝〉 　H ¥1,080　700145　Z ¥7,452　M：1.5m（圧縮ツイーディーニット 310901）　K ¥18,252 

＊各種アクセサリーは P.12 でご紹介しています 

12
13
14

6、7

いを楽しんで。

■モードコレクション・ウールブロックチェック ■水玉ドビーウール
¥8,424/m　約143〜146cm幅

［ウール87% ナイロン13%］　日本製 
¥5,616/m　約142〜144cm幅　 ［ウール60% ポリエステル
30% アクリル4% レーヨン3% ナイロン3%］　日本製

約 35cm 約 15cm

インパクトのある大きめのブロックチェック。
軽くて暖かなウール素材です。

起毛加工を施し、ふっくらと暖かな風合いに仕上げたドビー織りのドット
柄。雰囲気の異なる使いやすい色合いをご用意しました。 310889310885 310888310884 310887

■圧縮ツイーディーニット
¥4,968/m　約145〜147cm幅
 ［レーヨン60% ウール40%］　中国製

メランジ調のテクスチャーが魅力の、裁ち切りでも使えるウール混
圧縮ニット。着こなしやすいベーシックな色合いをご用意。 310902310901310900

大きなチェック地をふわっとまとう、ウールのストール 起毛ウールのジャンパードレスで、寒い日もおしゃれに

8、9　ダブル幅×1m のチェック地でつくる、一枚仕立てのフードつきストール。ストール部分の両側は横糸を

抜き取りフリンジにした簡単仕上げ。別売のストールピンはおしゃれな便利アイテムです。

10、11　軽くて着心地のいいウール素材のジャンパースカートは、秋冬に大活躍の人気アイテム。小さなドッ

ト柄は、幅広い世代にお楽しみいただけます。

軽いはおりものは、シーズンを通して大活躍 好感度の人気アイテム、シックなフェミニンスカートシックにもカジュアルにも表情いろいろワンピース

12　長めのカーディガンジャケットは、一枚あると重宝するアイテム。袖

口が少し広がったベルスリーブがデザインポイントです。パンツスタイル

ですっきり着こなして。

14　大好評のフレアヨークスカートを圧縮ツイーディーニットでつくりま

した。適度な厚みの素材ならではの、きれいなシルエットが魅力。

13　着心地のいい圧縮ツイーディーニット1.5m で縫い上がるボックスワ

ンピースは、 重ね着スタイルにも便 利なデザインです。ネックレスは P12

で紹介しています。

8

9

12　

13

14

10

11

10/20
発売

10/20
発売

10/20
発売
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陰影に富んだジャカード地の大人ワンピース着分パックでつくる、着回し力のあるワンピース 注目のレースボンディングで秋スタイル

2　深みのある落ち着いた配色の花柄で、定番のラグランワンピースが洗

練された仕上がりに。幅広い世代が着こなしやすい、シンプルなデザイン

です。

1　ジャンパードレス風にも着こなせる、軽くて暖かい半袖ワンピース。シ

ンプルで着心地のよい、大人カジュアルが楽しめる1 枚です。

3　前身頃はレースボンディング生地、袖と後ろ身頃には〈ウールメラン

ジ 〉を使ったワンピース。型紙は別売り。

■モードコレクション・フラワージャカード
¥8,424/m　約143 〜146cm 幅

［ウール53% 綿47% ］　日本製

310892 310893

甘さ控えめのモダンな花柄をジャカード織りで表現したウール素材。
軽くて暖かいので秋冬のレイヤードスタイルにおすすめです。

■レースボンディング・ラグランワンピースセット
¥8,640/ 個　S 〜3L サイズ対応 
レース生地［ 土台布：アクリル82% ウール18%　レース：綿53% ナイロン
47%］　無地：ウールメランジ［ウール68% ポリエステル25% ナイロン4% 
アクリル3% ］日本製　＊型紙別売 

311080 311081

ニット地にレースを貼り合わせたボン
ディング加工のレース生地と、 無地
布が入ったラグランワンピースがつく
れる着分パック。

■ラメループブークレーニット・パック
¥4,536/ 個　約155 〜158cm 幅×1.5m 

［ ポリエステル55% アクリル35% ウール10% ］　中国製 　＊型紙別売

309706 309708 

ラメ入りブークレーニットの1.5mカットパック。
使いやすい2 色をご用意しました。反物での販売はありません。

色違いで何枚でもつくりたいシンプルスカート控えめなきらめきがおしゃれ、簡単スカート 着こなし次第で表情多彩なジャカードスカート

6　エレガントなふくらはぎ丈のフレアスカートは、おなかまわりがすっきり

見えるヨーク切り替えがポイント。スカート派におすすめの冬のベーシッ

クアイテムです。

4　ラメ入りのシーズン素材でつくるウエストゴムの膝丈スカート。キット

には S 〜 LL までの型紙がセットされています。

5　重厚なゴブラン織り調の柄をジャカード織りの生地にプリントすることで、

軽い着心地のスカートに。上品なモノトーンでエレガントな装いにも。

■ウールメランジ
¥3,672/m　約146 〜148cm 幅　 ［ウール68% ポリエステル25% ナイロ
ン4% アクリル3% ］　日本製 

310906 310908310907

他素材との組み合わせにもおすすめの、シンプルなウール素材。
薄いグレーから黒まで、ベーシックで使いやすい3 色をご用意しました。

■ジャカードプリント
¥4,860/m　約108 〜110cm 幅 

［ ポリエステル96% ポリウレタン4% ］　日本製

310890

ジャカード織りの素材にゴブラン織り調の花柄をプリント。
奥行きのあるテクスチャーとほどよい光沢感が魅力です。

■ラメループブークレー・スカートキット
¥4,320/ 個　S 〜 LL サイズ対応　［ ポリエステル55% アクリル35% ウー
ル10% ］　中国製 ＊ゴムベルト･ 型紙 ･ つくり方説明書入り

311087 311088

生地に立体感があるラメ入りのブークレーニットでつくるスカートキット。
ベーシックな2 色をご用意しました。反物での販売はありません。

約 15cm

約 25cm

約 15cm

3
1

2

6

5

4

11/10
発売

11/10
発売

11/10
発売

11/10
発売

11/10
発売

11/10
発売
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注目のレースボンディングで秋スタイル

3

ジ 〉を使ったワンピース。型紙は別売り。

ロングタイプのネックレスで装いをクラスアップ

上品な色とパーツでつくる2連タイプのネックレス

大きなリボンモチーフがキュートな、おめかしバッグ

ミンクボールがおしゃれなヘアアクセサリー

レースをプラスしたクラフト感のあるネックレス

キラキラ輝く大きな目がかわいい、ねこのポーチ

12　ビーズ編みのテクニックでつくるボールがデザインポイントのステーションタ

イプのネックレス。

13　グレー、クリーム、ホワイトのコットンパールを使用したロングネックレス。ワ

イヤーにコットンパールとビーズを交互に通してつくります。

15　華やかなダイヤレーンがきらめくネックレス。ダイヤレーンにはボリューム感

のあるパールやチャトンをプラスして。

16　2 連のビーズにスワロフスキーのペンダントトップを通しました。落ち着いた

色合いで洗練された大人のアクセサリーに。9　仕立てたバッグの表面に、レースやビーズ、スパンコールなどでキラ

キラ感いっぱいのリボンモチーフを描きます。

10　レースにビーズ刺しゅうをしたお花モチーフがポイント。ミン

クボールやリボンで華やかに仕上げます。

11　ネイビーのレース、メタリックなレースパーツをチェーンとつ

なげたネックレス。9、10 とコーディネートしてもすてき。

14　起毛素材の本体に、エナメル、ミラーパーツ、ガラスビーズ、ラメ糸で顔

を仕上げた口金ポーチ。こだわりの素材ぞろいで大人の方にもおすすめです。

■レースボンディング・ラグランワンピースセット
¥8,640/ 個　S ～3L サイズ対応 

アクリル3% ］日本製　＊型紙別売 

色違いで何枚でもつくりたいシンプルスカート

6

クアイテムです。

■ウールメランジ
¥3,672/m　約146 ～
ン4% アクリル3% ］　日本製 

他素材との組み合わせにもおすすめの、シンプルなウール素材。
薄いグレーから黒まで、ベーシックで使いやすい4 色をご用意しました。

■リボンラメツイード
¥5,832/m　 約138～140cm幅　［アクリル58% ポリエステ
ル20% ナイロン12% レーヨン10%］　日本製 

約 13cm

フォーマルな装いにおすすめの、ラメ入りツイード生地。
コーディネートに便利なベーシックカラーをご用意しました。 310896310895310894

オン&オフスタイルに活躍、シックなツイードスタイル

7　冬のおしゃれに欠かせないワンピースは重ね着 OK のゆったりデザインが便利。おめかしの日のワンピースとしても着こなしやすい六分袖です。

ネックレスは15 で紹介しています。

8　 ジーンズとのコーディネートからセミフォーマルなシーンまで、幅広い着こなしが楽しめるノーカラージャケット。ツイードの持ち味が生きる

ミックス感のある配色のファブリックを使って。ネックレスは16 で紹介しています。

ボックスワンピース〈半袖〉　H ¥1,080　700115　Z ¥4,536　M：1コ（ラメループブークレーニット･パック 309708）　K ¥15,336 

ラグランワンピース〈フレア袖〉　H ¥1,080　700149　Z ¥11,794　M：1.4m（モードコレクション･フラワージャカード 310892）　K ¥22,594  

ラグランワンピース　H ¥1,080　700149　Z ¥8,640　M：1コ（レースボンディング・ラグランワンピースセット 311080）　K ¥20,520

ラメループブークレースカート　Z ¥4,320　M：1コ（ラメループブークレースカートキット 311087）　K ¥15,120　＊型紙 ･ つくり方説明書入り 

セミフレアスカート　H ¥1,080　700146　Z ¥7,290　M：1.5m（ジャカードプリント 310890）　K ¥17,010 

ヨークフレアスカート〈67㎝〉　H ¥1,080　700099　Z ¥5,508　M：1.5m（ウールメランジ 310908）　K ¥16,308 

ボックスワンピース〈六分袖〉　H ¥1,080　700115　Z ¥9,332　M：1.6m（リボンラメツイード 310896）　K ¥20,132 

ベルスリーブジャケット〈ショート丈 ･ 長袖〉 H ¥1,080　700114　Z ¥8,165　M：1.4m（リボンラメツイード 310895）　K ¥18,965 

1
2
3
4
5
6
7
8

クラフトバッグ〈ジュエル〉　Z ¥5,400　459624　K ¥14,040　約28 ×34㎝ 

クラフトヘアゴム〈ジュエル〉　Z ¥2,160　459625　K ¥5,400　約10 ×9㎝ 

クラフトネックレス〈ジュエル〉　Z ¥3,024　459626　K ¥7,344　約90㎝ 

ビーズボールステーションネックレス　Z ¥3,456　459622　K ¥7,560　約106㎝ 

コットンパールロングネックレス〈グレーミックス〉　Z ¥4,536　459623　K ¥7,128　約90㎝ 

ねこの口金ポーチ　Z ¥3,240　459629　K ¥7,560　約13 ×18㎝ 

クリスタルダイヤレーンネックレス　Z ¥3,456　459627　K ¥5,400　約60㎝ 

スワロフスキーペンダントネックレス〈ブラック〉　Z ¥3,240　459628　K ¥9,180　約41㎝ 

9
10
11
12
13
14
15
16

7

12

14

9

10

11

15 16

13

8

11/10
発売

10/20
発売

11/10
発売

11/10
発売

11/10
発売

11/10
発売

11/10
発売
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華やかな香りに
つつまれて
10月20日発売

愛らしい香水瓶をモチーフにした布小物は、

お部屋をかぐわしい花の香りでつつみ込んでくれるアイテム。

お気に入りの香水瓶をコレクションするときめき、

季節やシーンに合わせて香りを使い分ける豊かさ……。

ゆったりと針を進めながら、

優雅なひとときをお楽しみください。

長方形のリバティプリントでつくる、パッチワークきんちゃく

香水瓶を集めたタペストリーで、香りに彩られた優雅な暮らしを

1　8 種のリバティプリントでつくる、簡単パッチワークのきんちゃく。直径8cm の底板入りなの

で、置きやすく、入れたものを取り出しやすいデザインです。

2　花の香りを収めた12 種類の香水瓶をオーガンジーとリバティプリントでアップリケ。植物の刺しゅう、リボンのトッピングで華や

かに。ラベルは色印刷の布をアップリケします。

フローラルな香りを閉じ込めた、ガラスの香水瓶をフレームに

4　５種類の香水瓶をオーガンジーのアップリケで表現した横長フレーム。透明感のある香水瓶に、お花の刺しゅう、ラメ糸やリ

ボンをプラスした、繊細な仕上がりが魅力です。

コレクションケースに並んだ香水瓶を描いたステッチクロス

3　9 種類の香水瓶を簡単なステッチで描き、周囲には格子状にレースをあしらいました。上

品で優しい色合いなので、幅広い用途にお使いいただけます。

パッチワークきんちゃく　Z ¥2,592　353435　K ¥10,800　約9 ×8㎝ 

アップリケタペストリー〈香水瓶〉　Z ¥6,264　353433　K ¥27,000　約47 ×37㎝ 

1
2

ステッチクロス〈香水瓶Ⅱ〉　Z ¥4,320　353436　K ¥32,400　約46 ×46㎝ 

フレーム〈香水瓶〉　Z ¥4,536　353434　K ¥19,980　約13 ×50㎝

＊2、3、4 イラスト：がなはようこ

3
4

1

2

4

3
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香水瓶を集めたタペストリーで、香りに彩られた優雅な暮らしを

2

かに。ラベルは色印刷の布をアップリケします。

フローラルな香りを閉じ込めた、ガラスの香水瓶をフレームに

4

ボンをプラスした、繊細な仕上がりが魅力です。

リバティプリントのご紹介 リバティプリントの中でも人気の高い〈カペル〉と〈ペッパー〉を組み合わせた、スペシャルなオーダーメイド柄（ビスポーク柄）
が40周年記念商品として登場。そのほか新春の花柄や、お子さまの通園通学グッズにぴったりのキュートな柄も揃えました。 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。

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

310928 310929 310930 310995 310996 310997

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

予約受付開始発売／12月 日（木）10 月 日（土）1010

約10cm 約10cm

■カペル・アンド・ペッパー Capel and Pepper

■メラニー・A　Melanie A

リバティ社のプリントを代表する柄として長年親しまれている〈カペル〉
と〈ペッパー〉をミックスしたビスポーク柄。ブラウスなど、トップスに
おすすめの色づけを施しました。

シワになりにくく、程よい厚みと落ち感が魅力の素材。人気柄〈メラニー・アタイ〉を素材にあわせて
アレンジした柄を、着こなしやすいカラーでプリントしました。家庭での水洗いも可能です。

約13cm

約22cm

　 リバティプリント･ バイアステープ　¥648/ 袋
約4cm 幅×2m 入　［ 綿100% ］　日本製

　 リバティプリント･ラミネート　¥2,052/ 本
約 105 〜 108cm 幅× 50cm　［綿 100%（表面 PVC コーティング）］　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

310933 310934 310935

約7cm

■ハート・キャノピー　Heart Canopy
リバティ社が発表した2016年春夏の新柄からフェミニンなハート柄をセレクトし、
愛らしい色合いにコーディネートしました。ウエアはもちろん、小物づくりにもおすすめです。

310956 310957 310958310985

約7cm

■ファリンダ　Farinda（83％縮小）
デイジーとバラの小さな花束をレイアウトした愛らしい花柄。甘さをおさえた紺地とグレー地は
スカートなどのウエアにも、ピンク地はアクセサリーやポーチなどの小物づくりにおすすです。

310962 310963 310964

約7cm

■カーズ　Cars（130％拡大）
「チルドレンズ・チョイス」のテーマでつくられたデザイン。柄サイズを拡大することで、
より元気な雰囲気にアレンジ。男の子の持ち物やシャツなどにおすすめのカラーリング。

310959 310960 310961

約7cm

■ペッパー　Pepper
1974年の発表当時、リバティ社のプリント技術の高さを極めていた1柄。無地調のドット柄で、
他の柄と組み合わせやすいのも魅力。ロングシーズン活躍するような色合いにまとめました。

310941

310951

310969

310936 310965

310947

310944

310954

310972

310940 310968

310950

310942

310952

310970

310937 310966

310948

310945

310955

310943

310953

310971

310938 310967

310949

310946310976

310980

310988

310973 310986

310983 310984

310977

310981

310974

310978

310982

310975 310987

310979

約7cm

約9cm

約9cm

約9cm 約22cm

約7cm

■ベッツィ　Betsy（65％縮小）

■ギャリーモジャース・レイナード　 Gallymoggers Reynard

■ファーガス　Fergus（75％縮小）

■マーガレット・アニー　Margaret Annie ■アーカイブ・ライラック
Archive lilac

■カペル　 Capel

1933年にリバティ社のためにデザインされた、不動の人気柄。
通園通学の手づくりシーズンにあわせ、女の子のウエアや持ち物にぴったりの愛らしい配色を充実させました。

「不思議の国のアリス」出版150年を祝してデザインされた、物語のキャラクターがモチーフの楽しい柄。
愛らしい色は小物づくりに、落ち着いた紺やグレーはウエアにも。

1989年発表。可愛らしいバンビが生活している様子を描いた、レトロ感ただよう日本では根強いファンも
多い人気柄。動物モチーフながら、ウエアにもしやすい落ち着いた配色もご用意しました。

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人気柄。
リバティプリントらしい密集した花柄に、幅広い世代・用途にお使いいただけるクリアで明るい色づけをしました。 リバティ社の古い資料にあった小

さな絵をデザインソースにつくられ
た、エレガントでノスタルジックな
雰囲気の柄。ライラックの花の色
を活かした上品な色づけを施しま
した。

1978年に初めてタナローンにプリントされて以来、愛され続けている人気柄。
アウトラインだけで表現したシンプルな花柄で、着こなしやすい優れもののウエアづくりに最適です。

 リバティプリント･キルティング　¥4,320/m
約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　カットパック　¥2,160/ 個 
約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

約11cm 約11cm 約11cm 約11cm

■カーズ　Cars ■ベッツィ　Betsy ■ファーガス　Fergus ■ギャリーモジャース・レイナード　 Gallymoggers Reynard

リバティプリント・アイロンアップリケ　¥1,404/ 袋 
ウサギ：約90×79mm、3 枚入 　ネコ：約95 ×76mm、3 枚入

リバティプリント･クルミボタンアソート　¥756/ 袋
30mm・25mm･20mm　各1個入

リバティプリント・クルミボタンアソート20mm　¥540/ 袋
約20mm、3 個入

リバティプリント・クルミボタンアソートS　¥648/ 袋
約12mm、5 個入

311076 311073311069 311065 311068 311067311070 311066311071

459534 459535

459532 459533

459537
459536

〈ウサギ・ピンク〉459538

〈ピンク〉459546
〈ピンク〉459544 〈ピンク〉459542

〈イエロー〉459547
〈イエロー〉459545 〈イエロー〉459543

〈ネコ・ピンク〉459540

〈ウサギ・イエロー〉459539

〈ネコ・イエロー〉459541



節分
季節の変わり目の邪気を払う行事『節分』をハンドメイドで演出しましょう。
アップリケと刺しゅうが楽しい今年のキットは、華やかな山吹色がアクセント。

11月10日発売

【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.58 2015 年 10 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 11月号 vol.59』は11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（土）からになります。10 10月

●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9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 LIST

＊２０１5年 9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

SHOP INFORMATION

季節の刺し子 吉祥柄の寄せ模様や節分、縁起物のだるまモチーフなど、立春に

ふさわしいおめでたい図柄をご用意。お祝いやお礼の品にもおすすめ。

1 2

寄せ模様Ⅲ Z ¥648　459605 K ¥9,288　（使用糸：b）K
梅花紋 Z ¥756　459606 K ¥9,396　（使用糸：a）K
おせち料理 Z ¥1,296　458068 K ¥7,560　（使用糸：b,c,d,e）K
だるまだだ Z ¥1,296　458912 K ¥8,856　（使用糸：b,c,d,f）K
豆まき Z¥1,080　456053 K ¥7,344　（使用糸：b,d,f）K
刺し子糸　〈a：ぼかし〉¥324　〈b～ f：単色〉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㎝　

＊1：10/20発売　2：11/10発売　3～7：発売中
＊3～5イラスト：がなはようこ

1
2
3
4
5
6
7

458297

454795

452075

452077

452073

458065

3 4 5

10/20
発売

11/10
発売

1 　縦長のミニタペストリーに、節分の季節を彩るモチーフをアップリケ&ステッチして。

2 　フェルトとオーガンジーのアップリケで鬼とお多福などを描いた歳時記フレーム。

3　鬼とお多福の周囲を、春を告げる植物がカラフルに彩るステッチクロスです。

4　フェルトでつくった立体モチーフをリース土台にトッピング。ドア飾りや玄関飾りに。

節分のミニタペストリー Z ¥3,240　353440 K ¥16,200　約42×18㎝K
節分のアップリケフレーム Z ¥3,456　353441 K ¥15,120　約18×18㎝K
節分のステッチクロス Z ¥3,456　353090 K ¥21,600　約47×47㎝　K
節分のリース Z ¥3,672　353091 K ¥16,200　直径約24㎝K
＊1、2イラスト：平野明子　3、4イラスト：髙野紀子

1
2
3
4

3

4

♦松坂屋名古屋店
　リニューアルオープンのお知らせ

♦今ならお得な特別価格 !秋のオーダーフェア
　開催中～11月15日（日）

♦2015手づくりフェア〈手あみ大好きキャンペーン〉
　開催中～12月31日（木）

♦限定店舗にて !リバティプリントフェア

♦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

♦二子玉川店イベントのご案内

♦ジェイアール名古屋タカシマヤ店にて
　青木和子さんのイベント開催 !

【NEWS】 【 EVENT】

9月10日に装いもあらたにオープンいたしました。生地やニット、
刺しゅうコーナーなどを一新!魅力あふれるショップにぜひお立
寄りください。スタッフ一同お待ちしております。

毎年春に開催し、ご好評をいただいている「オーダーフェア」を、
今年は秋にも開催 ! 11月15日（日）までの期間限定・特別価格
のお仕立て代にて、お洋服のオーダーを承ります。ワンピース、
ジャケット、スカートなど対象デザインは6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。こ
の秋、お気に入りの一枚をオーダーしてみませんか。

いよいよ手あみの季節到来。カラフルで楽しい毛糸で編むマフラーやセーター、
ブランケットなどが続々入荷しております。初めての方でもお気軽にご参加いた
だける、1玉で編めるマフラーやネックレスなどの体験レッスンも開催中。詳細
は各店までお問い合わせください。さあ手あみをはじめましょう。

秋冬におすすめのリバティプリントをセレクトして、期間限定でご紹介いたしま
す。どうぞお見逃しなく!
開催中～10月18日（日）伊勢丹相模原店
10月10日（土）～10月17日（土）たまプラーザ店
10月21日（水）～11月 6日（金）港南台髙島屋店
10月22日（木）～10月28日（水）東武百貨店池袋店
10月31日（土）～11月 6日（金）名古屋三越星が丘店

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。

小坂直子さんの「CO-（コー）ボタンフェア」10月30日（金）～11月8日（日）
ヨーロッパを中心にデザイン性にこだわって集めた、さまざまなボタンのコレクショ
ンを展示販売いたします。

①10月31日（土）～11月5日（木）　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　
本に掲載されている作品の一部を展示いたします。
②11月5日（木）　スペシャルレッスン「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
ご本人から直接刺しゅうを学んでみませんか。
参加費7,560円　詳細はジェイアール名古屋タカシマヤ店まで。◀左から

ラグランワンピース
ベルスリーブジャケット
ヨークフレアスカート

◀左から
モチーフコースター、　パッチワークコースター

＊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。

裏面▶
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