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レースに魅せられて
ハーブガーデン ～ラベンダー～ ／春のファッションスタンダード ～モード感のある着こなし～ ／あじさい散歩／

春のファッションスタンダード ～リバティプリント～ ／今つくりたいアクセサリー／季節の刺し子
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レースに
魅せられて
3月20日発売

この春、ホビーラホビーレのレース糸

〈プライムレース20〉を発売します。

美しい光沢とニュアンスのある

カラーリングのレース糸で編むのは、

ブランケットやドイリーなどのインテリア小物と、

カーディガンやショールなど。

憧れのレースのある優雅な暮らしと、

気品ある装いをぜひお楽しみください。

1　〈プライムレース20〉の上品な光沢とヨーロピアンテイストのシックな色づかいが魅力のブランケット。長編み、三つ巻き長編みなどで編むモチーフは、手早く編

み進められるのがポイント。

3　方眼編みの大きな三角ストールは、たっぷり長さの

あるフリンジがアクセント。いろいろなスタイルに取り入

れたい、おしゃれ小物です。

5　落ち着いた色合いの方眼編みのカーディガンは、前身頃の裾側に編

み込んだローズがポイント。ベーシックなシルエット、シンプルな編み地で、

世代を問わずに楽しめるデザインです。

4　本体はネット編みと玉編み、裾と袖口は繊細な模様編みで編んだ、

エレガントな丸ヨークカーディガンです。コーディネートしやすい色を使っ

て。

プライムブランケット Z ¥9,882　（プライムレース20 403318･403320･403321･403322：各2コ　IS：403340）　K ¥66,042K
約84×84㎝ 

プライムレースドイリー Z ¥1,944　403352 K ¥5,400　＊2/0号カギ針付き K
プライムフリンジストール Z ¥7,668　（プライムレース20 403321：6コ IS：403343）　K ¥40,068 K

プライムカーディガン Z ¥8,424　（プライムレース20 403322：6コ　キザミボタン･クロ（11.5㎜）B 457158：7コ　IS：403341）
K ¥51,624 K
ローズレースカーディガン Z ¥8,316　（プライムレース20 403319：6コ　キザミボタン･クロ（11.5㎜）B 457158：6コ　IS：403342）　
K ¥47,196 K
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プライムレース20

NE
W

¥1,188/玉　50g　230m
［綿100%（スーピマコットン）］
全7色　日本製

上質なスーピマコットンを100%使用した20番のレース糸。
シルケット加工による美しい光沢とソフトな風合いが魅力です。

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

01 02 03 04 05 06 07

＊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。）

白いレースのドイリーで学ぶ、はじめてのレース編み

2　かぎ針編みの基本だけで編むドイリー。Sサイズを編み進めると、M

サイズが編み上がります。材料と説明書、2/0号かぎ針・とじ針がセット

されています。



02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〈ハーブガーデン〉　Z ¥3,456　353571　K ¥32,400　約47 ×47㎝ 

リース〈ハーブガーデン〉　Z ¥3,672　353573　K ¥19,440　直径約25㎝ 

ミニクロス〈ハーブガーデン〉　Z ¥3,024　353572　K ¥15,120　約40 ×40㎝ 

ミニバッグ〈ハーブガーデン〉　Z ¥3,888　353574　K ¥17,280　約26 ×22 ×2㎝ 
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トートバッグ〈ハーブガーデン〉 　Z¥5,616　353575　K ¥22,680　約25 ×40 ×15㎝　＊本体半縫製済 

ペアのきんちゃくポーチ〈ラベンダー〉  　Z ¥2,160　353576　K ¥9,720　約10 ×6 ×7㎝　2コセット 

＊1〜5 イラスト：平野明子

5
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1

み進められるのがポイント。

5

世代を問わずに楽しめるデザインです。

4　リバティプリント〈スリーピング・ローズ 〉を切り替え布に使ったフラット

タイプのミニバッグ。前面にラベンダーを刺しゅうして、本革の持ち手をつ

けました。

6　ラベンダーカラーのリバティプリントの袋にレースをあしらったミニきん

ちゃくセット。レースに通したコードには、ビーズのループエンドを飾って

細部まで愛らしく。

5　ラベンダーが主役のハーブガーデンを、ぐるりと一周刺しゅうしたトー

トバッグ。裏布にはラベンダー色の無地布を組み合わせました。本体は半

縫製済みなので、すぐに刺しゅうに取りかかれて、仕立てもかんたん。

プライムカーディガン　Z ¥8,424　（プライムレース20 403322：6コ　キザミボタン･クロ（11.5㎜）B 457158：7コ　IS：403341

K ¥51,624 

ローズレースカーディガン　Z ¥8,316　（プライムレース20 403319：6コ　キザミボタン･クロ（11.5㎜）B 457158：6コ　IS：

K ¥47,196 

1　 摘み取ったばかりのラベンダーを入れたバスケットのまわりに、ハーブガーデンの草花を描いたステッチクロス。いろいろな種類のラベンダーを楽しく描きます。

2　 直径25cm の土台に、ラベンダー、フェンネル、カモミールなどのハーブをリース状に刺しゅうしました。リースは季節の模様替えに欠かせないアイテム。

3　 さまざまな用途で使えるのが魅力の大人気のミニクロス。クロスの四隅にラベンダーのブーケ、まわりに愛らしいハーブを刺しゅうして。

ハーブガーデン
〜ラベンダー〜
3月20日発売

これからの季節、美しい色と清 し々い香りで

楽しませてくれるラベンダー。

ラベンダーを主役にハーブガーデンを描いた、

インテリア小物からバッグまで

おすすめのアイテムをそろえました。

数種類のステッチの組み合わせで、

ハーブを表情豊かに表現します。

1

2

3

4

5
6



03

大胆な花柄で華やぎの装い、
ノースリーブワンピースとバッグ

4　モノトーンの花柄プリントでつくる、衿ぐりが浅めのワンピース。着心地の良

い綿スラブ素材は、これからの季節のウエアにぴったり。シンプルシックな装いを

演出してくれます。

5　ブルー系のフラワープリントを使った、収納力のあるバッグ。着こなしのアク

セントとしておすすめです。

プリントのドレスとスカートは、優雅で知的な大人スタイル

1　ドレープ性としなやかな落ち感が魅力の、ボーダー柄を活かした半袖ワンピース。軽くてシワになりにくいので、旅のおしゃれ着にもおすすめです。

2　ボリュームが出にくいリヨセルローンのギャザースカートは、着回し力のある大人服の定番。タウンにもおしゃれ着にもなる色を選んで。

3　トレンドを意識した華やかな水彩タッチの花柄でつくる、フレアギャザードレス。上品な質感と美しいシルエットで様々なシーンに活躍します。

春のファッションスタンダード
～モード感のある着こなし～

旬の色づけをした、上質で着心地の良い素材で、

ウエアやバッグをハンドメイドしてみませんか。

この春のワードローブに華を添える、

ホビーラホビーレからのファッション提案です。

3月20日、4月10日発売

約20cm

約20cm

約20cm

311401 311402 311403

■モードコレクション〈リヨセル･ボーダープリント〉
¥3,456/m　108～110cm幅
［指定外繊維（リヨセル）100%］　日本製

シワになりにくく、しなやかでドレープ性のあるリヨセルローンに、水彩タッチの
片耳ボーダー柄をプリント。ボーダー柄を活かしたウエアにおすすめ。

311397 311398 311399

■モードコレクション〈サテン･フラワープリント〉
¥3,024/m　110～112cm幅
［綿100%］　日本製

上品な光沢と落ち感が魅力の綿サテンに、水彩タッチの大胆な花柄を
プリントしました。ほどよい厚みもあり、まだ肌寒い時期にも着やすい素材です。

311465 311466 311467

■モードコレクション〈綿スラブ･フラワープリント〉
¥2,700/m　110～112cm幅
［綿100%］　日本製

ナチュラルな質感と縫いやすさが魅力の綿スラブ素材に、
大胆でモダンな花柄をプリントしました。ウエアのほか、バッグなどの小物づくりに。

3/20
発売

4/10
発売



04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

約20cm

肩の力を抜いて、さらりと着こなすベスト 棒針でザクザク編む、タッセルつきバッグ

一枚で装いをクラスアップするレースのブラウスコーディネートで表情を変える、カラーリネンのベーシックアイテム

9　裾に透かし模様のスカラップを編み込んだ、メリヤス編みの

ベスト。和紙からつくられた糸ならではの、軽くてドライな質感

が魅力です。

10　ボーダー模様が新鮮なカジュアルバッグ。同じ糸でつくる

ループエンドのタッセルをポイントに。

8　華やかなレース素材でつくるフレンチスリーブのブラウスは、前後身頃

に入ったタックがエレガントな表情。無地のスカートやパンツでシンプルに

コーディネート。

6　ワンピースにもジャンパードレスにもなるデザインは、胸もとにたたんだタックがアクセント。カジュアルからきれいめまで、着こなし方はいろいろ。

ブルーのカラーリネンを使って。

7　定番のリネンでつくるワイドパンツは、応用力のあるスタンダードアイテムとして活躍することまちがいなし。Tシャツからレースのブラウスまで、さま

ざまなトップスで楽しんで。

■フラワーカラーレース■カラーリネン
¥4,536/m　96～98cm幅　［土台布 綿100%］　日本製¥3,888/m　108～110cm幅　［麻100%（リネン）］　日本製

311388

311303

311390

311305

311389

311304

一面に刺しゅうを施した華やかな花柄のカラーレースは、ブラウスやチュニックなどに。
ウエア向けのトレンドカラー、使いやすい定番カラーの３配色をご用意しました。

ほどよい厚みと優れた吸湿性で人気のリネン素材を、新しい色づけでそろえました。
春から夏にかけてのウエアづくりに使いやすい、明るい３配色をご紹介します。

シンプルワンピース〈半袖〉 H ¥1,080　700155 Z ¥10,023　M：2.9m （モードコレクション〈リヨセル･ボーダープリント〉 311401）
K ¥22,983 K
イージースカート Z ¥5,184　M：1.5m（モードコレクション〈リヨセル･ボーダープリント〉 311403）　K ¥13,824 K
フレアギャザードレス H ¥1,080　700138 Z¥7,258　M：2.4m （モードコレクション〈サテン・フラワープリント〉 311398）　K ¥20,218 K
ノースリーブワンピース H ¥1,080　700139 Z ¥5,670　M：2.1m （モードコレクション〈綿スラブ･フラワープリント〉311467）　K ¥17,550 K
タックきんちゃくバッグⅡ Z ¥3,381　353601 K ¥8,241　約31×34×12㎝K
ラウンドタックワンピース H ¥1,080　700140 Z ¥8,554　M：2.2m （カラーリネン 311305）　K ¥19,451 K

ワイドパンツ H ¥1,080　700102 Z ¥8,165　M：2.1m （カラーリネン 311304）　K ¥18,965 K
タックフレンチブラウス H ¥1,080　700122 Z ¥7,258　M：1.6m （フラワーカラーレース 311388）　K ¥18,155 K
ラフィスベスト Z ¥4,698　（ラフィス 401388：5コ　IS：403344）　K ¥26,298 K
グランバッグ Z ¥2,970　（ラフィスグラン 402088：3コ　IS：403345）　K ¥17,010　約33×32㎝ K
グランバッグ Z ¥2,970　（ラフィスグラン 402089：3コ　IS：403345）　K ¥17,010　約33×32㎝ K
ジャカードVカットチドリ・スカート Z ¥6,696　311312　S ～ LLサイズ対応　＊ジャカード生地・ゴムベルト・説明書入［ポリエステル
35％　トリアセテート33％　レーヨン29％　ナイロン2％　ポリウレタン1％］　K ¥16,416 K
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10b
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ラフィス ラフィスグラン
¥864/玉　40g　95m　［指定外繊維（和紙）100%］
全16色　日本製　＊3月20日発売 

¥864/玉　40g　62m　［指定外繊維（和紙）100%］
全6色　日本製　＊3月20日発売

マニラ麻を原料にした並太タイプのサマーヤーン。細いテープ状にカットした
和紙に撚りをかけてつくられています。

マニラ麻を原料にした極太タイプのサマーヤーン。軽くてほどよい張りがあり、
夏の小物づくりにおすすめ。

08 09 0110 11 12 13 17 14 15 02 03 0416 04 0505 06 07 06色番 色番

3/20
発売

3/20
発売

4/10
発売

4/10
発売

ベーシック柄の
シャーリングスカート

11　千鳥格子のジャカード素材でつくるギャザースカート。ソー

イング初心者でも手軽に縫い上げることができます。シャーリン

グが程良くフィットするので着心地満点。

だれもが手軽にスカートづくりを楽しむためのスカートキット。

ベーシック柄を織り込んだジャカードで、ソーイングをお楽しみください。

かんたん1dayソーイング4/10
発売

11



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

1　アップリケにオーガンジーを重ねてステッチをするシャドーワークの手法でつくるタペストリー。あじさいのアップリケに、ステッチやビーズで表現した雨が降り注ぎ、花の季節を印象的に描きます。

2　オーガンジー、ファンシーヤーン、リボンなどでつくったお花をリース形の土台にとめ、スパンコールをトッピング。繊細な色づかいも魅力的です。お花は別売りのフラワーリリヤンボビンでつくります。

あじさい散歩 4月10日発売

3　あじさいを７種類のリバティプリントで描いたアップリケフレーム。ビーズやスパングルを雨の滴のようにトッピング。

4　リバティプリントでつくるペアきんちゃく。オーガンジーの口布、ラメコードなど、あじさい色でコーディネートしました。

5　立体的なオーガンジーのあじさいの花が新鮮なタペストリー。葉っぱの上には刺しゅうで描いた

雨ガエルが一匹。ラメ糸やビーズを効果的に使って仕上げます。

 ¥6,696　353580　K ¥30,240　約50 ×50㎝　＊デザイン：上田葉子 

 ¥4,320　459828　K ¥11,232　直径約26㎝　＊フラワーリリヤンボビン別売 

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

 ¥3,888　353578　K ¥17,280　約18 ×18㎝　＊デザイン：上田葉子 

 ¥2,160　353581　K ¥10,800　大：約10 ×10㎝　小：約8 ×8㎝ 

 ¥3,672　353577　K ¥16,200　約42 ×18㎝ 　＊イラスト：平野明子

雨模様の季節を、爽やかに、心地よく過ごすための「あじさい」をモチーフにしたハンドメイド。

アップリケのインテリアアイテムをはじめ、多彩な手法のバッグやポーチ、ウエアなど、

魅力的なキットがそろいました。雨を連想させるラメ糸やビーズづかいなどの遊び心にもご注目を。

1
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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

1　アップリケにオーガンジーを重ねてステッチをするシャドーワークの手法でつくるタペストリー。あじさいのアップリケに、ステッチやビーズで表現した雨が降り注ぎ、花の季節を印象的に描きます。

2　オーガンジー、ファンシーヤーン、リボンなどでつくったお花をリース形の土台にとめ、スパンコールをトッピング。繊細な色づかいも魅力的です。お花は別売りのフラワーリリヤンボビンでつくります。

端正な「あじさい刺し」で仕立てる、小粋なバッグと袋もの

6　十字に刺した糸に別糸をくぐらせながら刺していく、繊細な「 あじさい刺し」を施したポーチ。白い玉つき口金で、すっきり仕上げました。

7　ブルーの土台布に、縦、横、斜めに運針すると愛らしいお花が現れる「 花十字 」。伝統的な袋ものを爽やかな配色でモダンにアレンジしました。

8　バンブーの持ち手をつけたおしゃれなバッグは、側面を埋めた「 あじさい刺し」にビーズの輝きを加えたデザイン。上品な色とデザインは幅広い装いにお使いいただけます。

5

雨ガエルが一匹。ラメ糸やビーズを効果的に使って仕上げます。

雨の季節を楽しく演出、アンブレラのアップリケフレーム 小さなお花のモチーフをつないだ、あじさい色のペアポーチ

9　色とりどりのリバティプリントでアンブレラをアップリケします。リズミカルな配置も魅力的。ラメ糸のステッチ、

リボンやビーズで立体感をプラスして。

10　４枚の花びらを編み込んだモチーフ編みの側面を巻きかがった本体に、ばね口金部分を編み足します。ブ

ルー系の〈クロッシュコットン 〉をベースに、涼しげな色合いでつくります。

ファブリックタペストリー〈あじさいⅡ〉　Z ¥6,696　353580　K ¥30,240　約50 ×50㎝　＊デザイン：上田葉子 

フラワーリリヤンボビンリース〈アジサイ〉　Z ¥4,320　459828　K ¥11,232　直径約26㎝　＊フラワーリリヤンボビン別売 

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 ･とじ針付　＊発売中 

アップリケフレーム〈あじさい〉　Z ¥3,888　353578　K ¥17,280　約18 ×18㎝　＊デザイン：上田葉子 

あじさいのペアきんちゃくⅡ　Z ¥2,160　353581　K ¥10,800　大：約10 ×10㎝　小：約8 ×8㎝ 

ミニタペストリー〈あじさい〉　Z ¥3,672　353577　K ¥16,200　約42 ×18㎝ 　＊イラスト：平野明子

1
2

3
4
5

あじさい刺しのくちがねポーチ　Z ¥3,456　353583　K ¥15,120　約11.5 ×19.5㎝ 

刺し子のきんちゃく〈花十字〉　Z ¥3,024　353584　K ¥12,960　約26 ×21 ×5㎝ 

あじさい刺しのバッグ　Z ¥4,968　353582　K ¥23,760　約20 ×35 ×10㎝ 

アップリケフレーム〈アンブレラ〉　Z ¥5,616　353579　K ¥24,840　約29 ×37㎝　＊イラスト：平野明子

フルールばね口金ポーチ　Z ¥2,754　（クロッシュコットン 401199：2コ　20406･403048･403050：各1コ　IS：403346）

K ¥20,034　大小2コセット 

6
7
8
9
10

6

7

9

10

8
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口金ポーチ・ajisaiⅡ〈ネイビー〉 Z ¥2,808　459826 K ¥7,668　約12×19×9㎝ K
口金ポーチ・ajisaiⅡ〈グレー〉 Z ¥2,808　459825 K ¥7,668　約12×19×9㎝K
タックフレンチチュニック H ¥1,080　700122 Z ¥10,368　M：2.0m （北の模様帖〈ajisai〉 311468）　K ¥21,266K

セミタイトスカート（62㎝） H  ¥1,080　700148 Z ¥8,295　M：1.6m （北の模様帖〈ajisai〉 311473）　K ¥18,015 K
ミニバッグ Z ¥4,558　459838 K ¥7,798　約31×26×6㎝ K
フレンチワンピース H  ¥1,080　700141 Z ¥6,480　M：2.4m （北の模様帖〈サークルフラワー〉 311475）　K ¥17,280 K

3
4
5

1

2

清涼感のあるフラワープリントのミニバッグ モダンなプリントで季節を感じる、リラックスワンピース

雨上がりのワンシーンを描いた、綿レースの口金ポーチ 初夏におすすめ、甘さ控えめ大人の綿レース

4　花の集まりを抽象的にデフォルメした北欧テイストのフラワープリントでつくるフ

ラットバッグ。中厚地の接着芯を貼ってつくります。

5　〈サークルフラワー〉でつくるフレンチワンピース。優しい肌ざわりと、透明感のある色づかいで、この季節のおしゃれを楽しみましょう。

2　洗練された色づかいのレース素材のチュニックは、着こなしにクラス感をプラスするおしゃれアイテム。濃淡のボトムスにマッチする、ライト

グレーでスタイリッシュに仕上げました。

3　刺しゅうを活かしたセミタイトスカートは、スタンダードなグレー系で。落ち着いた華やかさがあるので、シンプルなトップスとコーディネート

して様々なシーンに着回せます。

1　あじさい柄の綿レースでつくる口金ポーチは、ベーシックなネイビー地とライ

トグレー地の２色をご用意。水滴のようにビーズをトッピングしています。

311468 311473311471

約20cm

■北の模様帖〈ajisai〉
¥5,184/m　112～114（レース有効幅100～102）cm幅　［綿100%］　日本製

点と線模様製作所のオリジナル模様を、２色づかいの刺しゅう柄にアレンジ。
好評の綿レースを新色でご紹介します。

311474 311476311475

約25cm

■北の模様帖〈サークルフラワー〉
¥2,700/m　110～112cm幅　［綿100%］　日本製

ダンスを踊っているように咲いた、花の風景をモチーフにした柄。
ナチュラルな風合いの綿スラブローンに優しい色づけで。

北の模様帖
北の模様帖は「点と線模様製作所」を主宰

する岡理恵子さんとホビーラホビーレが共

同で企画･開発した、暮らしを楽しむための

ファブリックコレクションです。
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春のペアスタイルは、
色違いのローズ柄でキュートに

1　小さなローズのブーケを散らしたピンクの

〈アビー〉は、女の子にぴったり。半袖の花

柄ワンピースがあれば、およばれや発表会な

ど、きちんとしたい日の定番服として大活躍

します。

2　お子さんと一緒におでかけするときには、

色違いのプリントでおそろいを楽しみたい季節。

ペプラムブラウスは、デニムやパンツなどと合

わせたコーディネートがおすすめです。

春のファッションスタンダード
～リバティプリント～
3月20日、4月10日発売

定番のタナローンのほかに、ジャージ素材やスノーカットドビー、

シルクコットンローンなど、バリエーション豊かな質感のリバティプリントでつくる

ウエアを簡単小物とともにご紹介。

グリーンやブルーなどこの季節に映えるクリアな配色で、今年らしさを楽しんで。

こどものアンプルワンピース（半袖） H ¥1,080　700136 Z ¥3,888　100㎝サイズ：1.2m（リバティプリント･タナローン 311425）　K ¥13,706 K
ランニングペプラム H ¥1,080　700106 Z ¥4,536　M：1.4m （リバティプリント･タナローン 311426）　K ¥15,434 K

1
2

4/10
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

4月10日（日）発売
　 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
約110cm幅　［綿100%］　日本製

311421 311423 311424

約7cm

■サマー・ポージー　Summer Posy
2016年春夏の新柄。鮮やかに咲き誇る花々を描く伝統的なリバティプリントのスタイルに、
現代のエッセンスを融合させたデザイン。デジタルプリントならではの多色感が魅力。

311435 311436 311437

約14cm

■スプリング・ガーデン　Spring Garden
リバティ社のスカーフのために1972年に描かれた柄。様々な種類の花が咲き誇る優しい
雰囲気のデザインで、現代のドレスファブリックとしてもふさわしい普遍的な美しさが魅力。

311417 311418 311420

約7cm

■エイミーズ　Amies
1984年にデザインされた、大人っぽく洗練された印象の花柄。2色構成のシンプルな柄を、
コントラストを強めにカラーコーディネートしました。

311425 311426 311427

約7cm

■アビー　Aby
1986年に初めてタナローンにプリントされたレトロなバラ柄を基に、バラの描き方をアレンジし、
よりモダンなデザインとして1998年に復刻された愛らしい花柄。

311428 311431311429 311432311430 311433 311434

約14cm

■スモール・スザンナ　Small Susanna（80%縮小）
大小様々なひまわりをモチーフに、繊細な描写が目を引く陽気で大胆な人気柄。
ひまわり色のイエロー配色の他、元気で明るいミックスカラーを含む新色7色をご用意しました。

311445 311446 311447 311604 311605

311448 311449 311608

311606 311607
459797 459798 459799 459800
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ローズ柄でつくるかわいいペンポーチ

6、7　口が大きく開く口 金ペンポーチは、 細 長くて浅い

フォルムなので文 具 入れにおすすめ。愛らしい〈 アビー〉を使って。ペンポーチ

型口金は別売りでのお取り扱いもしています。

ころんと丸いポンポンヘアゴム

8　バイアステープを使うから、ポンポンづくりはとっても簡単。大人も子どもにも

使いやすい、〈 スモール・スザンナ 〉のイエロー系でつくりました。

お気に入りのリバティプリントでつくる、今年着たいスカート

1　ボリュームを抑えた自然なシルエットが魅力のタックプリーツスカート。鮮やかに咲き競う夏の花を描いた新柄〈 サマー・ポージー〉のグレー

は落ち着きがあり、どんなシーンにも重宝します。

2　ひまわりをモチーフにした人気柄〈 スモール・スザンナ 〉でつくる、たっぷりギャザーの入ったふんわりスカート。今年らしいグリーン系の色

づけで、定番スカートを新鮮に着こなして。

ネイビーのフラワープリントで、クラス感のあるシンプルスタイル

3　明るい色の花が斜めに浮かび上がる〈スプリング・ガーデン 〉の柄を活かした、フレンチスリーブのチュニック。ボトムスには明るい色を合わ

せて、すっきりコーディネートするのがポイント。

4　きれいなシルエットのノースリーブワンピース。モノトーンのエレガントな花柄ドレスは、アクセサリーやスカーフを合わせれば、会食やパー

ティにも着られる一枚に。

　H ¥1,080　700135　Z ¥5,832　M：1.8m （リバティプリント･タナローン 311423）　K ¥16,632 

　Z ¥4,860　M：1.5m（リバティプリント･タナローン 311431）　K ¥13,500 

　H ¥1,080　700122　Z ¥5,832　M：1.8m （リバティプリント･タナローン 311437）　K ¥16,730 

　H ¥1,080　700139　Z ¥6,804　M：2.1m （リバティプリント･タナローン 311418）　K ¥18,684 

　Z ¥3,100　353603　K ¥15,412　ミニバッグ：約14 ×25 ×7㎝　ポーチ：約9 ×16 ×5㎝ 

　Z 各 ¥2,862　〈ピンク〉459834 　〈ネイビー〉459836　K 各 ¥7,074　約6.5 ×17 ×6㎝ 

リバティプリントのラミネートポーチでバッグの中もすっきりおしゃれに。

細 し々たものがきちんと収まるセットをご紹介。

ラミネートでつくろう

人気の〈スモール・スザンナ〉でつくる、
ミニバッグ＆ポーチ
5　持ち手つきのミニバッグは両開き、ポーチには片開きのファスナーを

つけた実用的なセット。ミニバッグは両面に、ポーチは片面にポケット

をつけました。トラベル用としてもおすすめです。

4/10
発売

4/10
発売

4/10
発売

4/10
発売

1

3

2

5

6

7

4

8

4/10
発売

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　  IS＝つくり方シート　H＝HOW TO MAKE（型紙）　K＝完成品価格
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新パターンでつくる、大人のためのゆったりおしゃれ服

9　着 心 地が良くてシワになりにくいジャージ素 材でつくる、フレアラインがスタイリッシュな N E W デザイン。裾に向かってやや広がったシルエットが、

パンツスタイルに女性らしい柔らかさをプラスします。

10　きれいな落ち感を活かしたティアードスカートは、スマートなシルエットとエレガントな印象を併せ持つデザイン。同系色で花を繊細に描いた〈ダー

シー〉の華やかさが引き立つ、エレガントな雰囲気が魅力です。

ローズ柄でつくるかわいいペンポーチ

6、7　口が大きく開く口 金ペンポーチは、 細 長くて浅い

型口金は別売りでのお取り扱いもしています。

ころんと丸いポンポンヘアゴム

8

使いやすい、〈 スモール・スザンナ 〉のイエロー系でつくりました。

品の良い透け感がおしゃれなスノーカットドビーのブラウス シルクの輝きとローンの透け感が魅力、大人の七分袖ブラウス

11　パイピング仕立ての衿ぐりと袖口のふんわり優しい表情がかわいいブラウス。ボイルのような透け感を持つ素

材感と〈 ジョセフィンズ・デイジーズ 〉の清楚な雰囲気がマッチしたデザインです。

12　軽いスカーフをまとっているような着心地と透け感が楽しめるシルクコットンローンのロング丈ブラウス。前

ボタンなので、寒暖差の対応もスムーズ。軽快なはおりものとして人気のデザインです。

タックプリーツスカート　H ¥1,080　700135　Z ¥5,832　M：1.8m （リバティプリント･タナローン 311423）　K ¥16,632 

イージースカート　Z ¥4,860　M：1.5m（リバティプリント･タナローン 311431）　K ¥13,500 

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 311437）　K ¥16,730 

ノースリーブワンピース　H ¥1,080　700139　Z ¥6,804　M：2.1m （リバティプリント･タナローン 311418）　K ¥18,684 

ラミネートのミニバッグ&ポーチ　Z ¥3,100　353603　K ¥15,412　ミニバッグ：約14 ×25 ×7㎝　ポーチ：約9 ×16 ×5㎝ 

口金ペンポーチ　Z 各 ¥2,862　〈ピンク〉459834 　〈ネイビー〉459836　K 各 ¥7,074　約6.5 ×17 ×6㎝ 

1
2
3
4
5
6

ペンポーチ型口金　¥1,620　459786　約18㎝ 

ポンポンヘアゴム　Z ¥918　459837　K ¥2,862 

フレアチュニック（半袖）　H ¥1,080　700153　Z ¥6,578　M：2.1m（リバティプリント･シェラトンジャージ 311393）　K ¥17,378

ティアードスカート　Z ¥5,325　M：1.7m（リバティプリント･シェラトンジャージ 311394）　K ¥17,205 

ドルマンギャザーブラウス　H ¥1,080　700154　Z ¥7,128　M：2.0m （リバティプリント･スノーカットドビー 311462）　K ¥17,928 

ロングブラウス（七分袖）　H ¥1,080　700142　Z ¥7,776　M：2.0m （リバティプリント･シルクコットンローン 311457）　K ¥20,240 

7
8
9
10
11
12

■リバティプリント・シェラトンジャージ
¥3,132/m　110 〜112cm 幅　［ 綿100% ］　日本製

■リバティプリント・スノーカットドビー
¥3,564/m 　106 〜108cm 幅　［ 綿100% ］　日本製

■リバティプリント・シルクコットンローン
¥3,888/m　106 〜108cm 幅　［ 綿65%･シルク35% ］　日本製

細 し々たものがきちんと収まるセットをご紹介。

人気の〈スモール・スザンナ〉でつくる、
ミニバッグ＆ポーチ
5

をつけました。トラベル用としてもおすすめです。

4/

4/10
発売

3/20
発売

3/20
発売

約 20cm

311457 311459 311460

約 16cm

311462 311463 311464

約 20cm

311393 311394 311395

9

11
12

10

繊細な花柄〈ジョセフィンズ・デイジーズ〉をアレンジし、ほどよい透け感の軽やかな
スノーカットドビーにプリント。ブラウスやチュニックなどにおすすめ。

ジョセフィンズ ･ デイジーズ　Josephine's Daisies

上品な透け感の軽やかで肌ざわりの良いシルク混素材に〈アンジェリカ・ガーラ〉をプリント。
ウエアのほか、ストールなどの巻きものにもおすすめです。

アンジェリカ ･ ガーラ　Angelica Garla

ポピー、デイジーなどの花を繊細に描いた〈ダーシー〉を、縫いやすい綿ジャージにプリント。
ほどよい厚みとストレッチ性があるので、幅広いウエア向き。

ダーシー　Darsie（96％縮小）

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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次回『MONTHLY PRESS 4月号 vol.64』は4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3 10
●ご予約・ご注文につきましては、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。●商品名、コード、価格、発売日、
商品のサイズ、仕様・デザインなどは 2016 年2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。●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。●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。●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

SHOP INFORMATION

いつもの装いがおしゃれになる簡単アクセサリーのご提案。
クールな配色のネックレスとアクセサリー感覚のボタンアソートのご紹介です。

季節の刺し子 初夏に向けてお楽しみいただける、あじさいをモチーフにした柄と、

おすすめの伝統柄の刺し子をご用意しました。

1 2

あじさい Z ¥756 459703 K ¥9,396　（使用糸：a） K
あじさいⅡ Z ¥864　457753 K ¥7,128　（使用糸：d,e） K
あじさい刺し Z ¥864　458301 K ¥7,128　（使用糸：b,c） K
十字花刺し Z ¥648　457443 K ¥6,912　（使用糸：d） K
青海波Ⅱ Z ¥864　459007 K ¥8,964　（使用糸：f,g） K
刺し子糸 　〈a：ぼかし〉¥324　〈b～ g：単色〉各¥216　　　 
刺し子針　¥141（針長短5本、糸通し入）　502320　 
＊できあがりサイズ：約32×37㎝

＊1、6a：4/10発売　2～5、6b ～7：発売中 
＊1、2イラスト：がなはようこ

1
2
3
4
5
6
7

459711 452081

452080

452075

452079 

457904

454438 

3 4 5

4/10
発売

今つくりたいアクセサリー

4/10
発売

3/20
発売

3/20
発売

大小のキラキラボタンを組み合わせたアソート

は、リボンとハートのビジューがポイント。

リュクスボタン・リボンアソート　各¥1,620
a:〈ピンク〉459789　b:〈ベージュ〉459790 

1

大粒のガラスビーズとメタルパーツをチェーン

に通してつくります。

リングビーズネックレス〈シルバー〉
Z ¥3,456　459823 K ¥7,560　約45㎝ K

2

大粒のコットンパールとロンデルを交互にチェー

ンに通すだけのショートタイプ。

コットンパールロンデルネックレス
Z ¥2,808　459821 K ¥5,076　約45㎝ K

4

3種類のビーズをテグスに通して、三つ編み

した、人気デザインのネックレス。

ブレードビジューネックレス〈ベージュ〉
Z ¥3,240　459822 K ¥8,640　約48㎝ K

5

コットンパールを使用した２連タイプのロン

グネックレス。

ミックスパールネックレス〈シルバー〉
Z ¥3,240　459824 K ¥9,180　約70㎝ K

3

【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

京王百貨店新宿店　03-3342-2111

東武百貨店池袋店　03-3981-2211

西武池袋本店　03-6912-7319

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

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

【関西】

グランフロント大阪店　06-6359-4201　
＊２０１6年 2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
…クチュリエール

【NEWS】

♦ホビーラホビーレ川崎アゼリア店 
　3月16日（水）NEWオープン!
JR川崎駅東口の地下街「川崎アゼリア」に、気軽にお立ち寄りいただ
ける、明るくてオープンなショップが誕生。店内レッスンも順次開催予定
です。どうぞお楽しみに。

♦通園通学手づくり応援フェア
　開催中～3月31日（木）
お子様の通園通学準備に必要
な材料を豊富に取り揃えていま
す。手づくりのご相談やバッグ
のお仕立てオーダーについても、
どうぞお気軽にスタッフまでお
問い合わせください。

♦ホビーラホビーレアトレ吉祥寺店が
　リニューアルオープン
3月10日（木）（予定）同フロアにリニューアルオープン!手編みや刺しゅう
レッスンも開催予定。詳しくはアトレ吉祥寺店にお問い合わせください。

♦ホビーラホビーレ阪急西宮ガーデンズ店が
　オープンしました!
2月14日（日）に装いもあらたに3階北モールにオープンいたしました。
手編みなどの店内レッスンも随時開催。ご来店をお待ちしております。

♦名鉄ホビーラホビーレ閉店のご案内
長年お引き立ていただきました名鉄ホビーラホビーレは、3月31日（木）
をもちまして閉店させていただくことになりました。これまでの皆様のご愛顧
に心より感謝申し上げます。

期間中1,000円（税抜き）以上お買い上げの方に、
ダブルスタンプサービスをいたします。お得なこの
期間をぜひご利用ください。

♦ダブルスタンプフェア
　3月10日（木）～3月31日（木）

【 EVENT】

アイロンで簡単に接着できる
キュートなワッペンがいろいろ

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。またミシンを使って、楽しく
ソーイングの基礎をマスターできるレッスンを各店にて開催中。店内でお好きな生
地を選んでおつくりいただけます。レッスン日程など詳細は各店まで。

♦ミシンフェア　開催中～3月31日（木）

▲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

＊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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