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ニーナの
お気にいり
～エトワールにあこがれて～

11月20日発売

ドール〈ニーナ〉が本格的なバレエのチュチュスタイルで登場。

パリ・オペラ座バレエ団のエトワールを夢見る

ニーナが今回の主役です。

スラブコットンやニーナプリントなどのファブリックと、

ニーナのモチーフを組み合わせた、

キュートな小物づくりをお楽しみください。

バレエのレッスンが待ち遠しくなる、バッグ&ペアきんちゃく

ラブリーなクラシカル・チュチュで気分はエトワール

2　ロマンティック・チュチュで踊るニーナをアップリケしたおけいこバッグ。チュールで立体的に表現したスカートがポイント。後ろ面には、音符のワンポイント刺しゅうが入っています。

3　アップリケと刺しゅうを施した大きめきんちゃくは便利な持ち手つき。刺しゅうのアップリケのきんちゃくとペアで。おけいこグッズの整理が手早くできそうです。

1　ピンクのチュチュのドレスセット。チュール部分はゴムスカート式で、身頃は後ろあきのつくりやすいデザインです。髪飾りやバレエシューズもハンドメイド。ドール本体は別売りです。
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ドレスセット〈バレエ〉　Z ¥3,888　353445　K ¥18,360　＊ドール別売り 

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 

ニーナのおけいこバッグ〈バレエ〉　Z ¥4,752　353442　K ¥21,600　約30 ×40 ×4㎝　＊イラスト：平野明子 

ニーナのペアきんちゃく〈バレエ〉　Z ¥4,104　353443　K ¥19,440　大：約35 ×30㎝、小：約23 ×18㎝　＊イラスト：平野明子 

ラミネート口金ポーチ&トート　Z ¥5,249　353487　K ¥11,729　口金ポーチ：約12 ×20 ×10㎝　ミニトート：約17 ×30 ×12㎝ 

アローバッグS〈ニーナ･ 濃ピンク〉　Z ¥4,623　353486　K ¥9,159　約19.5 ×30 ×10㎝ 

カラーラメ持ち手テープ〈ピンク〉　¥1,404　459186　約25㎜幅×1.5m 入 

1

2
3
4
5
6

フェルトワッペン〈ニーナ〉　¥756　a〈水玉〉458825　b〈チェック〉459596　 

おなまえワッペン〈ニーナ〉　¥1,080　458828　約30 ×100㎜　3 枚入 

ラインワッペン〈ニーナ〉　¥756　459598　約135㎜　1 枚入 

マークワッペン〈ニーナ〉　¥864　459668　直径約42㎜　3 枚入 

タオルワッペン〈ニーナ〉　¥1,188　459597　2 枚入 

フェルトワッペンセット〈バレリーナのニーナ〉　¥1,296　459600　フェルトワッペン、モチーフレース入 

フェルトワッペンセット〈ニーナ〉　¥1,296　458827　フェルトワッペン、レース､ リボン入 

7
8
9
10
11
12
13

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

バレエのレッスンが待ち遠しくなる、バッグ&ペアきんちゃく

ラブリーなクラシカル・チュチュで気分はエトワール

2　ロマンティック・チュチュで踊るニーナをアップリケしたおけいこバッグ。チュールで立体的に表現したスカートがポイント。後ろ面には、音符のワンポイント刺しゅうが入っています。

3　アップリケと刺しゅうを施した大きめきんちゃくは便利な持ち手つき。刺しゅうのアップリケのきんちゃくとペアで。おけいこグッズの整理が手早くできそうです。

1

きらめきをプラスした、ラミネートのポーチとトートバッグ

小物づくりに大活躍!　バリエーション豊富なニーナのワッペン

かわいくて簡単！フェルトワッペンセットをトッピング

4　ラミネートの口 金ポーチと小さめトートバッグのセット。シルバーの持ち手テープ、ピンクのマーブル口金

を組み合わせて、優しいカラーリングで愛らしく。

7 〜11　アイロン接着できる、ニーナのワッペンが5 種類。アップリケタイプ、お名前つけ用、ライン状のものな

ど、用途に合わせてお選びください。

12、13　フェルトワッペンとモチーフレースのセットが2 種類。12 はバレリーナのニーナ、13 は愛犬のココとお

散歩するニーナをワッペンにしました。

5、6　両サイドにニーナ柄、正面にトッピングが映えるスラブコットンの新色を

使った小さいサイズのアローバッグ。使用しているカラーラメ持ち手は、単品でのお取り扱いもございます。

■スラブコットン

¥1,944/m　106 〜108cm 幅　［ 綿100% ］　日本製 
 キルティング　¥3,024/m　104 〜106cm 幅　［ 表裏生地 : 綿100% 中綿 : ポリエステル100% ］　日本製

■プチモチーフコレクション〈ニーナ〉

¥1,944/m　110 〜112cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　＊イラスト: 平野明子 
 ラミネート　¥1,404/ 本　108 〜110cm 幅×約50cm　［ 綿100%（ 表面 PVC コーティング ）］　日本製 
 キルティング　¥3,024/m　106 〜108cm 幅　［ 表裏生地 : 綿100% 中綿 : ポリエステル100% ］　日本製 
 キルティング カットパック　¥1,512/ 個　106 〜108cm 幅×約50cm　［ 表裏生地 : 綿100% 中綿 : ポリエステル100% ］　日本製 

色とりどりのチュチュを着てバレエをするニーナをメインに、ティアラやブーケ、音符など発表会をイメージするモチーフを散らしました。
ポイントにラメを施して、華やかさをプラスして。

素朴な風合いが人気の定番ファブリックに新色が3 色加わりました。
特別な染色方法で、片面は色が均一、もう片面は手染め風のかすれがあるのが特長。どちらを表にしてもお使いいただけます。
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　Z ¥6,264　353447　K ¥27,000　約46 ×36㎝ 

　Z ¥3,672　353449　K ¥12,960　高さ約25㎝ 

　Z ¥3,456　353446　K ¥32,400　約47 ×47㎝ 

 ¥3,888　353448　K ¥19,440　約14 ×29㎝ 

リトルベアの森の暮らしを描く、マルチに使えるステッチクロス 動物たちの楽しいお散歩を、クロスステッチでカラフルに

3　針仕事やガーデニング、お散歩など、リトルベアと動物たちの毎日を、多色刺しゅうで表現。壁にかけたり、

カバークロスにしたり、使い方はアイデア次第です。

4　花摘みをしながら森をお散歩する3 匹の動物たちを、横長サイズのフレームに。図案どおりにマス目をクロス

ステッチで刺し埋めていくだけなので、初心者にもおすすめです。

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

リトルベアと
森の仲間たち
11月20日発売

森の小さな動物たちをいきいきと表現したハンドメイドで、

暮らしをもっと豊かに、楽しく演出してみませんか。

アップリケや刺しゅうでリトルベアの日常を描いたキットや

リバティプリントのベア、ニット小物など、

様々な手法のかわいい動物たちがそろいました。

創業40周年記念商品として復刻した

愛らしい「ベアのモチーフクロス」も必見です。

リバティプリントの手仕事で、森の仲間をお部屋に

1　リバティプリントをアップリケや縁布に使ったタペストリー。リトルベアと仲良しの動物たちの日常が、楽しそうに描かれています。物語を1 ページずつ仕上げていく楽しさが味わえます。

2　4 種類のリバティプリントでつくる、パッチワークベア。ボタンのジョイントなので、手足を動かすことができます。贈りものにもおすすめです。

1

2

3

4
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アップリケタペストリー〈森のなかま〉　Z ¥6,264　353447　K ¥27,000　約46 ×36㎝ 

パッチワークベア　Z ¥3,672　353449　K ¥12,960　高さ約25㎝ 

ステッチクロス〈森のなかま〉　Z ¥3,456　353446　K ¥32,400　約47 ×47㎝ 

クロスステッチフレーム〈森のなかま〉　Z ¥3,888　353448　K ¥19,440　約14 ×29㎝ 

1
2
3
4

ベアのモチーフクロス　Z ¥4,320　353450　K ¥51,840　約93 ×93㎝ 

クマのマフラーとキャップ　Z ¥3,672　403288　K ¥12,312 

ウサギのマフラーとキャップ　Z ¥3,672　403289　K ¥12,312 

＊1、3、4、5 イラスト：がなはようこ

5
6
7

動物たちの楽しいお散歩を、クロスステッチでカラフルに

4

ステッチで刺し埋めていくだけなので、初心者にもおすすめです。

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　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

リトルベアと
森の仲間たち

森の小さな動物たちをいきいきと表現したハンドメイドで、

暮らしをもっと豊かに、楽しく演出してみませんか。

アップリケや刺しゅうでリトルベアの日常を描いたキットや

リバティプリントのベア、ニット小物など、

様々な手法のかわいい動物たちがそろいました。

創業40周年記念商品として復刻した

愛らしい「ベアのモチーフクロス」も必見です。

リバティプリントの手仕事で、森の仲間をお部屋に

1　リバティプリントをアップリケや縁布に使ったタペストリー。リトルベアと仲良しの動物たちの日常が、楽しそうに描かれています。物語を1 ページずつ仕上げていく楽しさが味わえます。

2　4 種類のリバティプリントでつくる、パッチワークベア。ボタンのジョイントなので、手足を動かすことができます。贈りものにもおすすめです。

懐かしいのに新しい、2色刺しゅうが新鮮なベアのモチーフクロス

5　創業40 周年を記念して復刻したベアのモチーフクロス。リンネットクロスの土台に、テディベアと手芸道具、キッチン雑貨など、身近なモチーフをシンプルなライン刺しゅうで描きます。

あったかニット小物で、ふわふわのクマさん、ウサギさんに

6、7　耳つきキャップと動物の顔をとめつけたマフラーのセット。キャップ、マフラーともに、本体は棒針編み。飾り耳はかぎ針編み、顔はステッチと目ボタンで仕上げます。

空気をたっぷり含んだ編み上がりが魅力の〈 ループバルーン 〉で編みました。

5

40周年記念商品

6

ニット
k i t

7

ニット
k i t



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

人気のきんちゃくバッグを
ビスポーク柄で

3　リバティプリントにスラブコットンを組

み合わせているので、しっかりした仕 上

がりです。 たくさん荷 物を入れても安 心。

サイドのひもを引っぱればきんちゃく型に。

春色のリバティプリント2016
12月10日発売

2016年の新春を彩るリバティプリントをご紹介。

ロングシーズン楽しめるシンプルなウエアや小物を、

春らしい色づけをしたホビーラホビーレセレクトの

リバティプリントでお楽しみください。

■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 
約 12cm

310997310996310995

ラフなドット調の柄で着こなす、シーズンレスの人気アイテム

2　春まではジャンパードレス、夏にはワンピースとしてもおすすめのデザイン。シワになりにくく、お手入れも簡単

なので、トラベルウエアとしても重宝します。コットンパールセパレートネックレスは裏表紙で紹介しています。

ビスポーク柄のシャツワンピースで大人の装いを

1　ワンピースとしてはもちろん、フロントをあけて軽いはおりものとして、パンツスタイルなどにも着回せるデザイン。季節や気候に合わせた、重ね着ファッションをお楽しみいただけます。

カペル・アンド・ペッパー　Capel and Pepper

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40周年記念のスペシャルなオーダーメイド柄。
これからの季節におすすめの色づけでご用意しました。

40周年記念商品

310928 310929 310930

約 13cm

　H ¥1,080　700097　Z ¥9,332　M：2.7m （リバティプリント･タナローン 310930）　K ¥23,361

　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 310996）　K ¥19,451

　Z ¥3,910　353489　K ¥8,770　約31 ×36 ×12㎝ 

 Z 各 ¥2,582　a〈ピンク〉459637　b〈ブルー〉459638　c〈グレー〉459639　K 各 ¥6,794　約13 ×15㎝ 

　Z ¥1,620　459666　K ¥2,916 

　¥3,024　457293　大：約7.5㎝　小：約4.5㎝　編み棒 ･とじ針付　＊発売中 

1

2

3

長年愛され続ける人気柄〈 カペル 〉と〈 ペッパー〉を組み合わせました。幅広い用途におすすめです。

メラニー・A　Melanie A
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。



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

バイアステープでつくるお花のヘアゴム

直線縫いだけでできる、フラットバッグ&ポーチ

ラブリーなハートプリントがおしゃれな口金ポーチ

5、6　6 のフラワーリリヤンボビンでつくったフラワーモチーフに、くる

みボタンをつけたゴムを通せば完 成。

7　一枚仕立てでもしっかりしているのでサブバッグにおすすめ。ラミネー

ト1 本分でバッグとポーチがつくれます。

4　2016 年の新 柄〈 ハート・キャノピー〉でつくる口 金ポーチ。クリア

カラーのマーブル口金を組み合わせました。

お気にいりの色と柄でつくる、フェミニンスカート

8　女の子らしいシルエットで大人気のティアードスカートを、密集したハートがかわいい〈 ハート・キャノピー〉でつくりました。全て直線裁ちでウエスト

ゴムのかんたんデザイン。

9　爽やかな香りを放つ春の花をモチーフにした〈 アーカイブ・ライラック〉でつくる、定番スカート。品が良く、華やかなスカートは、この季節のおしゃ

れにぴったりです。

ライトな着心地ときちんと感が魅力、大好評のロングブラウス

10、11　人気のロング丈の長袖ブラウス。10 は幅広い世代に人気の〈 マーガレット・アニー〉、11 はエレガントな〈 アーカイブ・ライラック〉でつくりま

した。パンツをコーディネートしたり、フロントボタンをはずしてライトアウターにも活躍。人気のきんちゃくバッグを
ビスポーク柄で

3

ビスポーク柄のシャツワンピースで大人の装いを

1　ワンピースとしてはもちろん、フロントをあけて軽いはおりものとして、パンツスタイルなどにも着回せるデザイン。季節や気候に合わせた、重ね着ファッションをお楽しみいただけます。

シャツワンピース〈長袖〉　H ¥1,080　700097　Z ¥9,332　M：2.7m （リバティプリント･タナローン 310930）　K ¥23,361

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 310996）　K ¥19,451

タックきんちゃくバッグ　Z ¥3,910　353489　K ¥8,770　約31 ×36 ×12㎝ 

リバティプリント口金ポーチ　 Z 各 ¥2,582　a〈ピンク〉459637　b〈ブルー〉459638　c〈グレー〉459639　K 各 ¥6,794　約13 ×15㎝ 

バイアスフラワーのヘアゴム　Z ¥1,620　459666　K ¥2,916 

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

1
2
3
4
5
6

ラミネートのフラットバッグ&ポーチ　Z ¥2,452　353492　K ¥7,636　フラットバッグ約40 ×30㎝　ポーチ約16 ×21㎝ 

こどものティアードスカート　Z ¥2,916　100㎝サイズ：0.9m （リバティプリント･タナローン 310933）　K ¥11,556

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 310967）　K ¥13,500

ロングブラウス〈長袖〉　H ¥1,080　700142　Z ¥6,804　M：2.1m （リバティプリント･タナローン 310940）　K ¥19,462 

ロングブラウス〈長袖〉　H ¥1,080　700142　Z ¥6,804　M：2.1m （リバティプリント･タナローン 310965）　K ¥19,462

7
8
9
10
11

4 a

5

6

4 b

4 c

7

8

10 11

9

長年愛され続ける人気柄〈 カペル 〉と〈 ペッパー〉を組み合わせました。幅広い用途におすすめです。
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2016年の春に向く色づけをした、ホビーラホビーレ限定のリバティプリントは11柄42種。
（ビスポーク柄は5ページでご紹介。）現在ご予約受付中です。どうぞお早めに!

　 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
105 ～ 108cm幅×約 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

リバティプリント・ストレッチサテン　¥3,240/m
118～120cm幅　［綿97% ポリウレタン3%］　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めです。

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。柄サイズを拡大して、
より元気な雰囲気にアレンジしました。男の子の持ち物やシャツなどにおすすめです。

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できるよう色付けしました。

310941

310951

310969

310936 310965

310947

311049

310944

310954

310972

310940 310968

310950

310942

310952

310970

310937 310966

310948

311050

310945

310955

310943

310953

310971

310938 310967

310949

311051

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20cm

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

■ダルウィッチ・パーク Dulwich Park

■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。

ほどよい厚みと伸縮性があるサテン地に、ウエア向きの〈ダルウィッチ・パーク〉をプリント。
ベーシックな3色をご用意。

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
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 
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

311076 311073311069 311065 311068 311067311070 311066311071

459534 459535

459532 459533

459537
459536

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S　¥648/袋
約12mm、5個入

459538

〈ピンク〉459542

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

リュクスボタン・フラワーアソートⅡ　￥1,620/1シート
フラワー：約20mm　ビジュー：約13mm　各1個入

〈ピンク〉459546

〈ピンク〉459548

〈グリーン〉459549

〈イエロー〉459547

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

〈ピンク〉459544 〈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

春色のリバティプリント2016
12月10日発売

予約
受付中

2016年1月10日発売
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11/20
発売

シフォンフルールストール Z ¥3,618　（モヘヤシフォン 403249：3コ　IS：403272）　K ¥23,058K
シフォンフルールストール Z ¥3,618　（モヘヤシフォン 403251：3コ　IS：403272）　K ¥23,058 K
シフォンフルールストール Z ¥3,618　（モヘヤシフォン 403255：3コ　IS：403272）　K ¥23,058 K
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 310998）　K ¥17,010K
クロススヌード Z ¥2,970　（ロービングキッス 403139：3コ　IS：403269）　K ¥15,930　＊パターンデザイン：アルネ＆カルロスK

1
2
3
4
5

クロスリストウォーマー Z ¥1,242　（ロービングキッス 402820：1コ　IS：403269）　K ¥8,802　＊パターンデザイン：アルネ＆カルロスK
ラグランベストkids Z ¥3,003　90㎝サイズ（ウールキュート 20358：4コ　20356･20357･20371：各1コ
貝ボタン11.5㎜  97323：3コ　IS：403270）　K ¥21,147 K
バルーンスヌード Z ¥2,322　（ループバルーン 402378：1コ IS：403273）　K ¥7,722 K
バルーンスヌード Z ¥2,322　（ループバルーン 402380：1コ IS：403273）　K ¥7,722 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　  IS＝つくり方シート　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

衿もとをパステルカラーで彩る、モヘヤのストール

1、2　淡いピンクとブルーが清楚な雰囲気のストールは、ふんわり軽い編み上がりが魅力。棒針で編

んだ透かし編みの本体に、かぎ針編みの大小のフラワーモチーフをとめつけました。

モヘヤとシルクだけで仕上げた糸。ピュアな質感
と発色の良さ、上品な光沢が持ち味です。

モヘヤシフォン
¥1,080/玉　20g　120m　［モヘヤ80% シルク20%］
全8色　日本製　＊発売中

01 02 03 04 0805 06 07色番

編んであげたいプレゼントニット
寒さが深まる季節の贈りものに、おしゃれなニットを編んでみませんか。ご紹介するのは、基本テクニックだけで編み上がるものばかり。

素材や色づけにこだわったオリジナル毛糸で、おでかけが楽しくなるストールやスヌードなどをご用意しました。

贈られる方にマッチした色やデザインをセレクトして、編みはじめましょう。

11月20日、12月10日発売

■ジャカードプリント
¥4,860/m　108～110cm幅
［ポリエステル96%　ポリウレタン4%］　日本製 

約25cm

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。 310998 

花モチーフのニットとプリントで装う、上品フェミニンスタイル

3　左のストールの色違い。冬のコーディネートにやわらかな印象をプラス。

4　ゴブラン織り調の花柄をプリントしたジャカード織りがおしゃれなセミフレアスカート。ピンク系の繊細なマル

チ配色が、装いに季節感と華やかさを添えます。

立体的な編み地とシックな色の変化を楽しむニット小物

5、6　アルネ＆カルロスがパターンデザインした、棒針編みのリストウォーマーとスヌード。表編み、裏編み、

交差をくり返しながら輪に編めば完成します。軽くソフトな風合いの〈ロービングキッス〉を使用。

肩まであったか、手編みのベスト

7　前後身頃を続けて裾側から編んでいきます。とじ、

はぎなしの簡単仕立て。つくり方は2サイズ（90cm、

110cm）ございます。

きれいな色で春を呼ぶ、簡単スヌード

8　軽い風合いとかすり染めが特長の極々太糸〈ループ

バルーン〉1玉を、メリヤス編みで輪に編むだけででき

上がります。

12/10
発売

11/20
発売

11/20
発売

12/10
発売

12/10
発売

1玉で編めます



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　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格

　Z ¥3,672　353454　K ¥19,440　直径約24㎝

　Z ¥4,536　353451　K ¥43,200　約65 ×47㎝　

　Z ¥3,456　353455　K ¥20,520　約18 ×18㎝

　Z ¥3,240　353453　K ¥16,200　約42 ×18㎝　

ひなまつり
12月10日発売

豪華な五段飾りを刺しゅうと色印刷で華やかにフェルトでつくる、愛らしいひな人形のリース

2　憧れの十五人ぞろいのひな人形を、簡単なステッチで表現しました。背景の桃の花にはほんのりピンクのグラデーションが入り、お節句らしい

華やぎをプラス。初節句のお祝いにもおすすめです。

1　ピンクのリース土台に、色鮮やかなちりめんの衣装のひな人形や、フェルト

でつくる桜や橘、ひし餅などをトッピング。

女の子の健やかな成長や幸福を願う「ひなまつり」。

近年では、大人の女性たちがインテリア感覚で、

ひな人形を飾ることも増えてきているとか。

桃の節句を、手づくりのひな人形でお祝いしませんか。

親王飾りのほか、五段飾りや三段飾りまで、

サイズや手法の異なるひな人形がそろいました。

ご自宅用はもちろん、贈りものにもおすすめです。

季節の刺し子
赤やピンクの刺し子糸を使った、新春にふさわしい4柄をご紹介。

伝統柄のほか、かわいい動物やひな人形柄など、用途やお好みに合わせてお選びください。

1 2 3 4

11/20
発売

12/10
発売

a：458916 d：452073

b：458297

c：452078

1

2

うさぎと蝶　Z ¥648　459607　K ¥8,748 （使用糸：c）

ひな人形　Z ¥648　459608　K ¥8,748 （使用糸：d） 

変わり麻の葉Ⅱ　Z ¥756　458914　K ¥8,856  （使用糸：a）

花ざしⅡ　Z ¥756　452064　K ¥7,020 （使用糸：b） 

刺し子糸 　〈a,b：ぼかし〉各 ¥324　〈c,d：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㎝　 

＊1：11/20 発売　2：12/10 発売　3～6：発売中 

＊1、2 イラスト：がなはようこ 

1
2
3
4
5
6

5

6
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ひなまつりのリース　Z ¥3,672　353454　K ¥19,440　直径約24㎝

ひなまつりのステッチクロス〈五段飾り〉　Z ¥4,536　353451　K ¥43,200　約65 ×47㎝　

クロスステッチフレーム〈ひなまつり〉　Z ¥3,456　353455　K ¥20,520　約18 ×18㎝

ミニタペストリー〈立ちびな〉　Z ¥3,240　353453　K ¥16,200　約42 ×18㎝　

1
2
3
4

ひなまつりのアップリケタペストリー　Z ¥4,320　353452　K ¥27,000　約33 ×30㎝

ひなまつりのアップリケフレームⅡ　Z ¥5,184　353456　K ¥23,760　約25 ×45㎝ 

＊1、2、4、5、6 イラスト：髙野紀子　3 デザイン：内堀久美子 

5
6

豪華な五段飾りを刺しゅうと色印刷で華やかに

2

華やぎをプラス。初節句のお祝いにもおすすめです。

リビングや玄関を飾る、おひなさまのタペストリー

雅びな春の宴をアップリケと刺しゅうのフレームに

彩り鮮やか、クロスステッチの三段飾り

立ちびなのタペストリーで王朝絵巻をお部屋に

5　ちりめん、オーガンジーなどの素材を使い分けたアップリケと、ピンクの縁布で、奥行き感のある華やかな仕上がりに。

どなたにも喜んでいただけるタペストリーです。

6　落ち着いた色合いのおひなさまに、桃の花を散りばめた華やかなデザイン。ちりめんやオーガンジーに、金糸やビー

ズを組み合わせて、格調高く仕上げます。

3　 内 裏 雛と三 人 官 女、 お道 具が並んだひな壇を、ラメ糸をプラスしてクロスステッチで刺しました。

洋風のインテリアや小さなスペースに飾りやすいデザインです。

4　人気の縦長サイズのミニタペストリーに、束帯、十二単をまとった立ち姿のおひなさまを多色刺しゅ

うで表現しました。散らした桃の花や縁布は、ピンクでまとめて優しい印象です。

3

4

5

6

うさぎと蝶　Z ¥648　459607　K ¥8,748 （使用糸：c）

ひな人形　Z ¥648　459608　K ¥8,748 （使用糸：d） 

変わり麻の葉Ⅱ　Z ¥756　458914　K
花ざしⅡ　Z ¥756　452064　K ¥7,020 （使用糸：b） 

刺し子糸 　
刺し子針　¥141　502320

＊できあがりサイズ： 約32 ×37㎝　 

＊1：11/20 発売　2：12/10 発売　3～6：発売中 

＊1、2 イラスト：がなはようこ 



【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 12月号 vol.60』は12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（火）からになります。11 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10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 10 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

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。

おすすめハンドメイドをご紹介する、小さなお知らせコーナー。
今月は、かわいいニットのブランケットをご紹介します。手づくりをはじめよう

アクセサリー特集

40周年記念企画

コットンパールの簡単ネックレス
ワイヤーにコットンパールとビーズを通して、留め具を

つけるだけ。コットンパールのつまリ取りや、ビーズの

バリ取りに便利な極細目打ち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。）

パールビーズを使った大人のアクセサリー
春待ち気分で編みたい、スイートカラーのブランケット上品でエレガントなビーズやパーツを組み合わせて、シックなチャームとネックレスをつくります。

2色の立体的なデージーがポイント。編みためた四角いモチーフをつないで編み上げます。

コットンパールミディアムネックレス〈ホワイトミックス〉
Z ¥4,104　459631 K ¥6,264　約64㎝ K

カメリアバッグチャーム〈ブラック〉　Z ¥2,700　459630 K ¥5,508　約19㎝ K
コットンパールダブルネックレス Z ¥3,240　459633 K ¥6,912　約45㎝ K
コットンパールセパレートネックレス Z ¥3,456　459632 K ¥8,100　約87㎝ K

1
2
3

スイートデージーブランケット Z ¥9,126（ウールキュート 20361･20371：各7コ　20351：6コ　20372：4コ 20366：3コ

IS：403271）　K ¥60,966　約80×102㎝K

Acces sor i e s 

12/10
発売

11/20
発売

11/20
発売

12/10
発売

スポ
ット
ライ
ト

♦「ニーナファッションコンテスト」結果発表! ♦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）

♦アルネ&カルロス来日!
　二子玉川店にて「トーク&ワークショップ」開催

♦ショップイベントのご案内
♦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】

「ニーナファッションコンテスト」にたくさんのご応募をいただき、ありが
とうございました。9月28日～10月4日まで各店頭およびホームページ
にて一般投票を実施し、金・銀・銅賞が決定しました。詳細はホーム
ページをご覧くださいませ。

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
スンも開催中です。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。

12月6日（日）10:30～13:00（予定）、お二人による
「トーク&ワークショップ」を開催いたします。ワー
クショップでは話題の「クリスマスボール」をつくり
ます。お申し込み、お問合わせは二子玉川店まで。

小坂直子さんのヴィンテージボタンショップ「CO_（コ-）ボタンフェア」
11月13日（金）～11月23日（月）自由が丘店
11月28日（土）～12月6日（日）銀座店

カラフルなフエルト小物やボタンなどギフトにもおすすめの
「CHABUTTON（チャボタン）フェア」
11月20日（金）～11月29日（日）二子玉川店
12月3日（木）～12月13日（日）自由が丘店

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。

▲棒針編みのマフラー

◀カルロス氏（左）とアルネ氏（右）/アルネ&カルロスの庭にて

▲かぎ針編みのモチーフコースター
＊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わせください。

金賞 銅賞銀賞永井栄子様 松本美香子様 ニーナのママ様
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