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春のおとずれ～Spring is coming～
ホビーラホビーレの通園通学／桜のはなもよう／季節の刺し子
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　Z ¥3,176　K ¥8,360　約30.5 ×37 ×4㎝　＊ワッペン別売

　¥3,024　459552　ワッペン･フラワーレース入 

 ¥1,966　K ¥6,178　約26 ×22 ×8㎝

　Z ¥3,521　K ¥8,705　約30.5 ×37 ×4㎝

　Z ¥2,344　K ¥6,556　約26 ×22 ×8㎝

ホビーラホビーレの
通園通学
12月20日発売

通園通学準備を応援する大好評企画。

お子さんの個性に合った布を選び、

ワッペンやパーツをトッピングするだけで、

スペシャル仕様の布小物ができ上がり!

初挑戦の方や忙しいママでも、

愛情たっぷりに仕上がる様々な工夫を盛り込みました。

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

忙しいママにおすすめ! 縫製済みバッグ アイロン接着で簡単! キュートなワッペン楽しく選ぼう!　便利でかわいいパーツ

1、2　便利な縫製済みのレッスンバッグとシューズバッグ。スラブコッ

トンにチェックの中袋を組み合わせた定番タイプや、リバティプリントを

使った切り替えタイプがございます。

12 〜17　チェックやリバティプリントを使った、リボンや車の形のワッペ

ンをはじめ、子どもたちが大好きなモチーフのワッペンがさらに充実。

3 〜11　カラフルなボタンやレース、ブレード、持ち手テープ、お名前つ

け用テープなど、オリジナルの小物づくりに役立つパーツが各種そろいまし

た。お子さんのお気に入りの色や形を組み合わせて。

レッスンバッグ各種　¥2,700～ / 枚

シューズバッグ各種　¥1,944～ / 枚

持ち手テープ各種　¥648 /m

移動クリップ各種　¥432 / 袋

ランチベルト各種　¥432 / 袋

1
2
3
4
5

ボタン･アソート各種　¥1,404～ /シート

ネームテープ22㎜各種　¥864 / 袋

安全ピン各種　¥195 / 袋

ポンポンブレード･アソート各種　¥972 / 袋 

モチーフレース･アソート各種　¥1,728 / 袋 
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タオルワッペン各種　¥1,026～ / 袋 

フェルトワッペン各種　¥432～ / 袋

マークワッペン各種　¥864 / 袋 

刺しゅうワッペン各種　¥648～ / 袋 

ラインワッペン各種　¥648～ / 袋 
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おなまえワッペン各種　 ¥1,080 / 袋 

アイロンアップリケ各種 　¥972 ～ / 袋

16
17

2

3

4

5

12 13

14

15

16
17

6
7

8

9

10

11
1

～114cm 幅　［ 綿100% ］　日本製  

～112cm 幅　［ 綿100% ］　日本製  
　1,404/ 本　約108 ～110cm 幅×50cm　［ 綿100%（ 表面 PVC コーティング ）］　日本製

　¥3,024/m　約106 ～108cm 幅　［ 表裏生地：綿100% 中綿：ポリエステル100% ］　日本製 
　¥1,512/ 個　約106 ～108cm 幅×50cm　［ 表裏生地 : 綿100% 中綿 : ポリエステル100% ］　日本製 

～108cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　＊発売中
　 ¥3,024/m　約104 ～106cm 幅　［ 表裏生地：綿100% 中綿：ポリエステル100% ］
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レッスンバッグ〈チェック〉　Z ¥3,176　K ¥8,360　約30.5 ×37 ×4㎝　＊ワッペン別売

フェルトワッペンセット〈ウサギ&ネコ〉　¥3,024　459552　ワッペン･フラワーレース入 

シューズバッグ〈チェック〉　Z ¥1,966　K ¥6,178　約26 ×22 ×8㎝

レッスンバッグ〈ミックスチェック〉　Z ¥3,521　K ¥8,705　約30.5 ×37 ×4㎝

シューズバッグ〈ミックスチェック〉　Z ¥2,344　K ¥6,556　約26 ×22 ×8㎝

18

19
20
21

持ち手付きんちゃく袋　Z ¥3,089　K ¥8,273　約34 ×30㎝

きんちゃく袋セット　Z ¥3,365　K ¥11,465　S：約20 ×14㎝、M：約28 ×23㎝、L：約37 ×28㎝

ランチセット（きんちゃく型）　Z ¥2,765　K ¥10,865　マット：約40 ×40㎝

コップ袋：約17 ×15 ×6㎝　ランチ袋：約18 ×29 ×12㎝

ランチセット（トート型）　Z ¥2,522　K ¥10,622　サイズは24と同じ 

22
23
24

25

シンプルトートバッグS　Z ¥3,932　K ¥9,116　約17.5 ×28 ×9㎝

移動ポケット　Z 各 ¥1,134　K 各 ¥3,402 

フェルトワッペンセット〈恐竜Ⅱ〉 ¥2,808　459553　ワッペン･リックラック入 

フェルトワッペンセット〈クルマⅡ〉 ¥3,024　459554　ワッペン･テープ入 

26
27
28
29

通園通学準備を応援する大好評企画。

お子さんの個性に合った布を選び、

ワッペンやパーツをトッピングするだけで、

スペシャル仕様の布小物ができ上がり!

初挑戦の方や忙しいママでも、

愛情たっぷりに仕上がる様々な工夫を盛り込みました。

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

アイロン接着で簡単! キュートなワッペン

12 〜17

生地でつくるグッズいろいろ おすすめのファブリックでつくる、通園通学バッグや小物が大集合。どれも直線縫いだけで縫い上がるので、手づくりが初めてのママでも

大丈夫。色や柄、デザインを選んで、ワッペンやパーツをトッピングすると、さらにパーソナルな布小物ができ上がります。

■スラブコットン

■キッズプリント

〈キッズプリント・うさぎ〉

素朴さとソフトな風合いが魅力の綿素材。両面の染め上がりが異なる特別な染色を施し、どちらを表にしてもお使いいただけます。

女の子向けのキュートな〈うさぎ〉と、男の子が大好きな〈くるま〉の2 柄をご用意。 ■プチモチーフプリント 小さなハートとリボンのモチーフをカラフルに描いたキュートな柄。

約 14cm

4026 311082

311011 311012 311013

〈キッズプリント・くるま〉

約 14cm

311014 311015 311016

〈プチモチーフプリント・ハート〉

約 14cm

311025 311026 311027

〈プチモチーフプリント・リボン〉

約 14cm

311028 311029 311030

41252122 5563310912310911 41263620 4027 311083310913 2115
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〈ストライプ〉

〈チェック〉

〈ミックスチェック〉

■チェックコレクション
〈ミックスチェック〉¥2,592/m　〈ストライプ 〉〈 チェック〉¥2,160/m　約112 〜114cm 幅　［ 綿100% ］　日本製  

汚れが落ちやすくなる防汚加工を施した、先染めのベーシックなストライプとチェック。スラブコットンとカラーコーディネートしています。

約 8 cm

約 8 cm

約 13cm

311000

311004

311008

311001

311005

311009

311002

311006

311010

311003

311007

¥1,944/m　約110 〜112cm 幅　［ 綿100% ］　日本製  
 ラミネート　1,404/ 本　約108 〜110cm 幅×50cm　［ 綿100%（ 表面 PVC コーティング ）］　日本製
 キルティング　¥3,024/m　約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　約106 〜108cm 幅×50cm　［ 表裏生地 : 綿100% 中綿 : ポリエステル100% ］　日本製 

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

311021

310914 310915 310916 18811 18812

311023 311024

311043 311044 311045 311046 311047 311048

311022 311017 311019 311020

311037 311038 311039 311040 311041 311042

311018

311031 311032 311033 311034 311035 311036

▲スラブコットンを使ったバッグに、

ワッペンセットをトッピング。
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12月20日発売

桜の花開く頃を思い浮かべながら、

そろそろ春の手仕事をはじめませんか。

リバティプリントのアップリケや

パッチワーク小物、フラワーモチーフの

ニット小物など、シンプルな手法で楽しめる

桜色のハンドメイドを集めました。

季節の模様替え、新しい旅立ちを

迎える方へのギフトなどに。

春色リバティプリントで、満開の桜をアップリケ

　リバティプリントのアップリケと刺しゅうで桜模様を散りばめました。桜の形のスパングルやラメ糸の輝きも印象的。リビングに飾りやすいサイズです。

咲き誇る桜を刺しゅうで描いたステッチクロス桜の花びらが愛らしい、リバティプリントのペアきんちゃく

スイートピンクの色と柄でつくるバネ口金のポーチ

4　桜の花がピンクのグラデーションで印刷されているので、輪郭をステッチするだけ。金糸やラメ糸、ビーズや

オーロラに光る桜の形のスパンコールで輝きにも変化をつけました。

3　リバティプリントを組み合わせたきんちゃく袋に、オーガンジーの花びらをあしらいました。ループエンドは桜

のつぼみをイメージして。

2　ピンク系のリバティプリント5種をはぎ合わせた本体に、ラメ入りコードとグログランのリボンをトッピング。

メイク道具や小物入れに。

桜の
はなもよう
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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

◯◯◯◯◯◯◯◯◯●◯◯◯◯◯
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ● ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ●

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ● ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ●

◯◯◯◯◯◯◯◯◯●◯◯◯◯◯◯◯◯◯●

＊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。）

アップリケタペストリー〈さくら〉　Z ¥6,696　353458　K ¥37,800　約42 ×56㎝ 

リボンのバネくちがねポーチ　Z ¥3,240　353461　K ¥13,500　約12 ×13 ×4㎝

さくらのペアきんちゃくⅢ 　Z ¥2,376　353462　K ¥10,800　大：約10 ×10㎝　小：約8 ×8㎝

ステッチクロス〈さくら〉　Z ¥3,672　353457　K ¥32,400　約47 ×47㎝

コラージュフレーム〈さくら〉　Z ¥5,616　353460　K ¥24,840　約37 ×29㎝

ミニタペストリー〈さくら〉　Z ¥3,240　353459　K ¥16,200　約42 ×18㎝

1
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6

フェルトアソート･サクラ　¥648　459589　6 色各2 枚 / 刺しゅう糸 / 簡単なつくり方入り

アップリケミニフレーム〈さくら〉　Z ¥3,888　353469　K ¥11,880　約13 ×13㎝　ミニはさみ付き 

フラワーのきんちゃく　Z ¥2,452　（ウールシェイプ 400014：2コ　400016･400834：各1コ　IS：403274）　K ¥15,412 

モチーフミニポーチ　Z ¥1,415　（ウールシェイプ 400014･400834：各1コ　IS：403275）　K ¥10,055　2 個セット 

フラワーのバネ口金ポーチ　Z ¥2,258　（ウールシェイプ 400014･400016･400834：各1コ　IS・バネ口金つき：402977）　K ¥19,538　2 個セット

＊1、6、8 イラスト：髙野紀子　4、5 デザイン：上田葉子

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

春色リバティプリントで、満開の桜をアップリケ

1　リバティプリントのアップリケと刺しゅうで桜模様を散りばめました。桜の形のスパングルやラメ糸の輝きも印象的。リビングに飾りやすいサイズです。

咲き誇る桜を刺しゅうで描いたステッチクロス

4

オーロラに光る桜の形のスパンコールで輝きにも変化をつけました。

アップリケの初心者からおさらいしたい方まで

桜のハンドメイドで、お部屋でもお花見を楽しんで

8　アップリケをきれいに仕上げる方法やコツがマスターできる、桜モチーフのミニフレーム。材料と詳

しい解説のほか、ミニはさみがセットされています。

5　リバティプリントのアップリケと、オーガンジーでつくる立体的な花をリズミカルに配置

したフレーム。キラキラ感のあるパーツを組み合わせました。

6　銀糸とビーズを用いた刺しゅうで、情感豊かに日本の春を描きます。

7　桜の形にカットした6 色のフェルトアソート。簡単なハンドメイドのレシピをセットにしました。 季節の刺し子 人気の桜モチーフと伝統の七宝つなぎをご用意しました。

春らしい桜色と若草色で刺したクロスは、お祝いやお礼にも喜ばれます。

1 2

寄せ模様〈桜〉　Z ¥648　459609　K ¥9,288 （使用糸：a）

組み七宝　Z ¥756　459610　K ¥9,396 （使用糸：f）

さくらⅢ　Z ¥864　455424　K ¥7,128 （使用糸：a,c）

さくらづくし　Z ¥756　458915　K ¥8,856 （使用糸：e）

七宝つなぎ　Z ¥864　457444　K ¥7,128 （使用糸：b,d）

刺し子糸　〈a ～ d：単色〉各 ¥216　 〈e,f：ぼかし〉各 ¥324 

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 ×37cm　 

＊1：12/20 発売　2、6（f：ぼかし糸 ）：1/10 発売

　3～7（6：a ~ e ）：発売中 

＊1、3、4 イラスト：がなはようこ 

1
2
3
4
5
6
7

6

7

a：454438 e：458297

f：459617b：452078

c：452081

d：455602

3 4 5

12/20
発売

1/10
発売

花づくしのニット小物でバッグの中も春爛漫

9　細編みで底を編み、側面は花モチーフを編みつなぎます。バッグから取り出すのがうれしくなる春小物です。

10　2 色の〈ウールシェイプ 〉で編んだ四角形のモチーフに、まちを編み足してポーチにまとめました。

11　花モチーフをつないだ、バネ口金の大小ポーチ。細々したものを収納しやすい人気の形です。3 色の〈ウー

ルシェイプ 〉を使って。

6

8

5

7

9

10

11

7

8

＊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。）
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春の花をカードのように刺しゅうしたクロス

季節の花々をポットやハンギングバスケットに咲かせて

1　ヴィオラ、ヒヤシンスなど、春まで次々と開花する花々を、フラワーカードをイメージしてデザイン。花の名前とフレームは色印刷済みです。

3　花はカラフルな刺しゅう、バスケットやポットをリバティプリントのアップリケで描きました。細長いフレームが新鮮。

春のおとずれ
～ Spring is coming～
1月10日発売

陽射しが明るさを増してきたら、

ヴィオラをメインに早春の花々をモチーフにした

ステッチクロスやコラージュフレームで、

お部屋に春の花を咲かせてみませんか。

リバティプリントを使った布小物のほか、

ソフトな色合いのトレンド素材でつくるウエアやニット小物、

アクセサリーなどをご紹介します。

やさしい色合いのフラワーリース

色とりどりの春の花が並ぶ、お花屋さんをコラージュ

小さな春の花をフレームに入れてプレゼント

4、5　5のフラワーリリヤンボビンでつくった、リボンや毛糸の花モチーフをリー

ス土台にトッピング。花心にパールをあしらい上品にまとめました。

2　オーガンジーのアップリケとステッチで、フラワーショップの店先を描きました。

お花屋さんに立ち寄るわくわく感が楽しめるデザイン。インテリアにプラスすれば、

お部屋が優しい春色に。

6　リバティプリントのポットやバスケットに植えた花々をアップリケ&

ステッチ。飾りやすいサイズのフレームは、ギフトにもぴったりです。

刺しゅうとリバティプリントの両面づかいが魅力

7　前面はハーフリネンの土台に春の花を刺しゅう、後ろ面は一面

にリバティプリントの人気柄〈ベッツィ〉を使ったポーチ。両面で異

なる雰囲気が楽しめるデザインです。



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

ステッチクロス〈フラワーカード〉　Z ¥3,672　353470　K ¥32,400　約50 ×40㎝

コラージュフレーム〈お花屋さん〉　Z ¥5,616　353471　K ¥24,840　約29 ×37㎝

アップリケフレーム〈ガーデンフラワー〉　Z ¥4,536　353472　K ¥19,980　約13 ×50㎝

フラワーリリヤンボビンリース〈ミックス〉　Z ¥4,212　459634　K ¥11,124　直径約26㎝ 

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

フラワーのアップリケフレーム　Z ¥3,888　353473　K ¥17,280　約18 ×18㎝

フラットポーチ〈ガーデンフラワー〉　Z ¥3,456　353474　K ¥14,040　約15.5 ×22㎝

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 311079）　K ¥20,520

パイナップルストール　Z ¥4,266　（エアリーウール 401971：9コ　IS：403276）　K ¥30,186 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ストレッチパンツ〈九分丈〉　H ¥1,080　700118　Z ¥5,832　M：1.8m （リバティプリント･ストレッチ 311049）　K ¥15,552 

フラワーのピンブローチ　Z ¥2,376　459636　K ¥4,644　約2 ×2.5㎝

リバティプリント･アイロンアップリケ〈ミニハート〉　Z 各 ¥1,728　a〈ピンク〉459590　b〈ミックス〉459591　約4 ×4.5㎝　6 枚入 

カメリアバッグチャーム〈ピンク〉　Z ¥2,700　459635　K ¥5,508　約19㎝

シフォンアクセサリー　Z ¥3,672　403290　K ¥10,152 

フルールブランケット　Z ¥7,636　（ベビーパレット 402749：5コ　402799･402751･402752：各1コ　IS：403277）　K ¥59,476 

約67 ×78㎝

＊1、2、3、6、7 イラスト：平野明子
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11
12
13
14
15

春の花をカードのように刺しゅうしたクロス

季節の花々をポットやハンギングバスケットに咲かせて

1

3　花はカラフルな刺しゅう、バスケットやポットをリバティプリントのアップリケで描きました。細長いフレームが新鮮。

7

なる雰囲気が楽しめるデザインです。

フラワーボタンのピンブローチ

11　花の形のボタンとブローチ金具を組み合わせるだ

け。初心者にも手軽につくることができます。

モヘヤの花モチーフアクセサリー

14　カラフルなモヘヤで編んだ花モチーフがかわいい、

ラリエットとブローチのセットです。

スイートピンクのチャーム

13　ダイヤレーンやカメリアパーツ、シフォンのリボン

を使ったボリューム感のあるバッグチャームです。

ハートのリバティプリントアップリケ

12　アイロンで接着できる、リバティプリントのアップ

リケ。ピンク系とマルチカラーの2 配色。

■リバティプリント・
ストレッチサテン

■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％］　＊型紙別売

約 14cm

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、 無地布が入った着
分パック。

000000

311079 

¥3,240/m　約118～120cm幅
［綿97% ポリウレタン3%］　日本製

約 20cm

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。

311050

311051

311049

季節の変わり目も、
おしゃれな着こなしを早春のおしゃれは

レースボンディングのドレスで

8　 華やぎのある品の良いレースボン

ディングでつくるドレス。ウール混なの

で、肌寒い日でも一枚で着られるアイ

テム。型紙は別売り。

9　 パイナッ プル 模 様で 編 み 上 げた、

春寒の頃に便利なストール。

10　着心地の良さで人気のストレッチ

素材のパンツ。トラベルウエアとしても

重宝します。

満開の白い花を編み込んだ、スプリングブランケット

15　小さなフラワーモチーフを編みながらつないだブランケット。白い花びらの中に3 色の花心をカラフルに編み

込みました。肌ざわりの良い〈 ベビーパレット〉を使用しているのでベビーのおくるみにも。

8

11

12 a

12 b
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10

14

ニット
k i t

ダルウィッチ・パーク Dulwich Park



【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 1月号 vol.61』は1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（木）からになります。月12 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11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 11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

ホビーラホビーレの通園通学
12月20日発売

リボンと車の
アップリケがお気にいり
ハンドメイドの通園バッグ

1、2、3　リボンモチーフをアップリケした袋も

の。リバティプリントとフェルトのアップリケに

レースやビーズをプラスしてキュートに。

4、5、6 消防車やスポーツカーなど、たくさ

んの車をアップリケした袋もの。ビーズやラメ糸

の光る素材をプラスしてかっこよく。

レッスンバッグ〈リボン〉 Z ¥4,536　353463
K ¥21,600　約30×40×4㎝K
シューズバッグ〈リボン〉 Z ¥3,672　353464
K ¥17,280　約26×22×8㎝K
きんちゃくバッグ〈リボン〉　Z ¥3,888　353465
K ¥18,360　約35×30㎝K
レッスンバッグ〈のりもの〉　Z ¥4,536　353466
K ¥21,600　約30×40×4㎝K
シューズバッグ〈のりもの〉 Z ¥3,672　353467
K ¥17,280　約26×22×8㎝K
きんちゃくバッグ〈のりもの〉 Z ¥3,888　353468
K ¥18,360　約35×30㎝K
＊1～3イラスト：平野明子
4～6イラスト：がなはようこ
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3

4

5

6

便利なキットで、レッスンバッグをつくりませんか。

図案が印刷された布など材料一式と詳しいつくり方、

型紙がセットされているので、すぐにつくり始められます。

♦2016年1月10日（日）より
　リバティプリントのご予約開始!

【NEWS】

次回の「マンスリープレス1月号」（1月10日より店
頭配布）にて、1月25日～4月10日に発売予定の
「2016年春のリバティプリントコレクション」をご
紹介いたします。掲載商品のご予約は1月10日
より各ショップにて承ります。どうぞお楽しみに!

お子様の通園通学グッズを手づくりしませんか。親切設計でつくりやすいキットやオリジナル生地、手
軽にトッピングが楽しめるアップリケワッペンなどなど、今年もかわいいアイデアがいっぱいのアイテムを
お揃えします!手づくりのご相談はもちろん、バッグのお仕立てもオーダーにて承っておりますので、ど
うぞお気軽にスタッフまでお問い合わせください。また、同時開催の「ミシンフェア」では期間中、ホ
ビーラホビーレオリジナルミシン3種のいずれかをご購入いただくと、ミシン糸6色セットまたはロック糸
をプレゼントいたします。

寒さ深まる季節に欠かせない手あみアイテムをご
用意しております。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。

カラフルなフエルト小物やボタンなどをご紹介しております。この季節のギフトにもおすすめです。
ぜひお立ち寄りください。

♦通園通学手づくり応援フェア
　2015年12月20日（日）～2016年3月31日（木）

♦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）

♦自由が丘店にて「CHABUTTON（チャボタン）フェア」
　開催中～12月13日（日）

【 EVENT】

▲コンピューターミシン　¥77,760 ▲オリジナルミシンⅡ　¥41,040 ▲ロックミシン　¥32,184

♦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

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。

▲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〉

▲棒針編みのマフラー

＊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。
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