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大人の休日 ～ワイン色の時間～ 
おすすめ！ 夏のハンドメイドスタイル ～ソーイング＆ニット～／マイキッチン／

スイートハートウェディング／ホビーラホビーレの歳時記～秋を彩る～／季節の刺し子



01 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）

大人の休日

ハンドメイドのあるパーティスタイルで

大人の休日をスタイリングしてみませんか。

テーブルまわりの布小物からウエア、アクセサリーまで、

テーマは「ワインとぶどう」です。

　Z ¥3,888　353660 

　Z ¥2,700　459975  

　Z ¥3,024　353661  

　Z ¥4,536　353663　  

　Z ¥3,024　353664　大小2コセット  

7月10日発売

〜ワイン色の時間〜



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）

1
2
3
4
5

クロスステッチフレーム〈ワイン〉　Z ¥3,888　353660 

コットンパールペンダントネックレス　Z ¥2,700　459975  

ぶどうのミニクロス　Z ¥3,024　353661  

ぶどうのバスケット　Z ¥4,536　353663　  

ぶどうのアクセサリーⅡ　Z ¥3,024　353664　大小2コセット  

6
7
8

ぶどうのテーブルセンター　Z ¥3,240　353662　  

アップリケタペストリー〈ワイン〉　Z ¥6,264　353659　

ロールカラーワンピース〈ティアード〉　H ¥1,080　700157　Z ¥9,720（リバティプリント･タナローン M：3m）

＊1、3、4、6、7 イラスト：がなはようこ

6　テーブルセンターでいつものテーブルがパーティ仕様に変身。

4　刺しゅうのバスケットは、ぶどう色の裏布づかいが効果的です。

1　ぶどう棚の下のパーティテーブルをクロスステッチで描きます。

7　リバティプリントやオーガンジーを贅沢に使って賑やかに。

5　ぶどうのアクセサリーセットでテーブルを立体的に演出。

3　テーブルの上で様々な使い方ができる刺しゅうのミニクロス。

8　パーティーに華をそえるワイン色のロールカラーワンピース。

2　コットンパールのペンダントで大人の装いに。

1
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03

長辺側を半分にたたんでボタンのとめ方を変える

と、前後がVネックのベストに。

Arrange 1

細長くたためば、ボリュームの

あるストールになります。

Arrange 2

夏の
ハンドメイド
スタイル

～ソーイング＆ニット～

おすすめ！

6月20日、7月10日発売

2　ラミネートのバッグ〈トートバッグ〉

4　バッグインバッグ

3　ストレッチパンツ

大人色の〈セバートン〉をプリントしたストレッ

チサテンのパンツは、秋口まで活躍する人気

アイテム。ネックレスは6ページで紹介。

1　クロッシェ3WAY

長方形にまっすぐ編むだけで、３通りの着こなし

が楽しめるニット。両サイドのボタンをとめると、

ボートネックのボレロ風セーターに。

7/10
発売

7/10
発売

7/10
発売

7/10
発売

夏のおしゃれはまだまだこれから。

一日で縫い上がるリバティプリントの簡単ソーイングや小物づくり、

初心者向けのニットなど、お気に入りを見つけて、お楽しみください。



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）

1
2
3
4
5

クロッシェ３WAY　Z ¥7,895 （ウールシェイプ：13コ　 貝ボタン13㎜：8コ　IS：403409）

ラミネートのバッグ〈トートバッグ〉　Z ¥2,376　353678　 

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

バッグインバッグ　Z 各 ¥3,284　〈オレンジ〉353683　〈グレー〉353684  

イージースカート〈65㎝〉　Z ¥4,860 （リバティプリント･タナローン M：1.5m）  

6
7
8
9

タックギャザースカート　H ¥1,080　700147　Z ¥4,860 （リバティプリント･タナローン M：1.5m）

シンプルトートバッグM　Z ¥5,098　353680　  

シンプルワンピース〈半袖〉　H ¥1,080　700155　Z ¥8,748 （リバティプリント･タナローン M：2.7m）

ジャカードVカットチドリ・スカートキット　Z ¥6,696　311863　S 〜 LL サイズ対応　＊ジャカード生地 ･ゴムベルト･ 説明書入 

 

5　イージースカート

9　ジャカード・スカート
7 　シンプルトートバッグ M

6　タックギャザースカート

8　シンプルワンピース

ウエスト切り替えのワンピースは、 シッ

クな〈 スイム・ダンクレア 〉で。 正 統 派

の洗練されたスタイルに涼しげなガラス

ビーズのネックレスがマッチして。

7/10
発売

7/10
発売

7/10
発売

7/10
発売

7/10
発売



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）

トライアングルストール　Z ¥2,322 （コットンフィールファイン：3コ　IS：403408）  

イージースカート〈65㎝〉　Z ¥4,860 （リバティプリント･タナローン M：1.5m）  

リバティプリント・ワイド口金ポーチ　Z 各 ¥3,662　〈ブルー〉460000　〈パープル〉460001  

1
2
3

バケットバッグⅢ　Z ¥4,234　353682 

ロールカラーワンピース〈ティアード〉　H ¥1,080　700157　Z ¥9,720 （リバティプリント･タナローン M：3m）

4
5

1　トライアングルストール

手づくりのタッセルを飾った棒針編みの

三角ストールは、とても軽やかな編み上

がりが魅力。巻き方アレンジでいろいろ

な使い方をお楽しみください。

2　イージースカート

ロングセラーのアール・ヌーボー柄〈 アイアンシ 〉の繊細で

鮮やかな色づかいを活かした、シンプルなギャザースカート。

トップスを選ばないアイテムです。

5　ロールカラーワンピース

月明かりの中のガーデンを描いた幻想的な〈 ムーンライト・

ガーデン 〉でつくる、NEW デザイン。大人の方におすすめ

の落ち着きと華やかさのあるワンピース。

3　ワイド口 金ポーチ

4　バケットバッグⅢ

6/20
発売

7/10
発売

7/10
発売

7/10
発売

7/10
発売

 

月10日（日）発売

（125% 拡大）

（120% 拡大）

（115% 拡大）

（60% 縮小）



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）

バケットバッグⅢ　Z ¥4,234　353682 

ロールカラーワンピース〈ティアード〉　H ¥1,080　700157　Z ¥9,720 （リバティプリント･タナローン M：3m）

　 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

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

7月10日（日）発売

311859 311860 311861

■セバートン　Thebarton　（125% 拡大）
ウィリアムモリスにインスパイアーされたアールヌーボースタイルの柄。
落ち着いたモノトーンの色合いは晩夏のおしゃれにおすすめ。

311816 311817 311818 311819

■アイアンシ　Ianthe（120% 拡大）
1967年に発表され、長く親しまれているリバティプリントの象徴的な柄。フランスのアール・ヌーボーの典型で、
1902年頃のフランスのデザイナー、R.ボークレアによって作成された壁紙用デザインが原型。

■スイム ･ ダンクレア　Swim Dunclare
ヒマワリ、ゼニアオイ、アンゼリカ、ヒナギク、シャクヤク、アジサイなどが
生き生きと力強く描かれたデザイン。ロングシーズン活躍する色合いをそろえました。

311820 311821 311823

■ムーンライト ･ ガーデン　Moonlight Garden
夜の庭園に咲く花を月や孔雀、蜘蛛の巣などと大胆にレイアウトした柄。
一味違った花柄です。

■ハンプトン ･ ウェディング　Hampton Wedding（80% 縮小）
2015年春夏の新柄。ディズニー映画の『生きた花園』に登場する全ての花を、
勢いのあるタッチで手描きした柄。水彩風の表現が美しいデザインです。

311824 311845 311825 311826 311827 311829 311831311846 311830 311847

311836 311837

■ザ ･ アーティスツ ･ ツリー　The Artist's Tree（115% 拡大）
アーティストが創作に使用する材料や道具が、木の実のように描かれたツリー柄。
スカートなどに。

311834

311809

■ベッツィ　Betsy（60% 縮小）
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。
夏らしい明るい色合いを揃えました。小さい柄サイズなので小物づくりからウエアまでお楽しみいただけます

311838
459938

311810 311839

311814 311843 311815 311844

311812 311841311811 311840
459939

311813 311842
459940

夏のリバティプリント2016ご予約受付中

今つくりたいアクセサリー

1　 光に映えてキラキラ輝くガラスビーズとパールを組み合わせたロングネックレス。

2、3　 ブルー系のボタンとシルバービーズが涼しげな人気のアクセサリー。ボタンは単品も

ございます。

ガラスビーズポイントパールネックレス　Z ¥3,456　459972  

クリアカラーボタンネックレス〈ブルー〉　Z ¥1,620　459973  

クリアカラーボタンアソート　各¥864　〈ブルー ･A〉459933　〈ブルー ･B〉459934　約11.5㎜　7コ入

1
2
3

1

2 A

B

3

6/20
発売



07

3　さまざまなキッチンアイテムをグリーンとブルー２色の糸でライン刺しゅう。復刻版モチーフクロスです。

マイキッチン

料理上手のキッチンには、

おしゃれなキッチンアイテムがいろいろ。

そんなキッチンをイメージした布小物で、

毎日の暮らしをもっと豊かに。

リバティプリントのアップリケや

基本的なステッチでお楽しみいただけます。

6月20日発売

アップリケタペストリー〈キッチン〉 Z ¥6,264　353648  
ステッチクロス〈キッチン〉 Z ¥3,672 353647

キッチンのモチーフクロス Z ¥6,264　353651    

1
2
3

クロスステッチフレーム〈キッチン〉 Z ¥3,672　353649
バスケットトレー〈キッチン〉ババ Z ¥3,888　353650
＊1～5イラスト：がなはようこ

4
5

　リバティプリントでかわいいキッチンアイテムが並んだシェルフをアップリケしたタペストリー。

4　お気に入りのキッチンアイテムの数々を、クロスステッチで彩り豊かに描きました。

2　ミトンやボウル、はかりなどのキッチンアイテムをベーシックなステッチでカラフルに描いたクロス。

5　側面にキッチン用具をアップリケ＆ステッチしたトレー。底にプラスチック板が入っています。

5



08

ウェルカムフレーム〈スイートハート〉 Z ¥7,560　353652 イラスト：平野明子

リングピロー〈スイートハート〉 Z ¥5,400　353653 イラスト：平野明子

1
2

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）　

愛の誓いをロマンティックに演出するウェルカムフレームとリングピロー。

特別な日を心のこもったハンドメイドで迎えていただくために、手づくり初心者にもつくりやすいデザインをご用意しました。

色印刷入りの土台布にお花のハートを刺しゅうし、ビーズやレースをトッピング。

オリジナルのブライダルシーンを演出します。

6月20日発売

～スイートハートウェディング～
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　Z ¥6,696　353655　デザイン：上田葉子 

　Z ¥2,160　353658　イラスト：がなはようこ  

 　Z ¥3,672　353657  

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）

2　メッセージ用のポケットが背中にある、フェルトのチャーム。 4　編みぐるみのりすは、大きなキノコと赤鼻がチャーミング。3　9 ブロックに配した秋の動植物を、クロスステッチで楽しむフレーム。

1　色とりどりに色づく葉っぱをリバティプリントなどでアップリケした表情豊かなタペストリー。スパンコールで秋のきらめきをトッピングして。

秋を
　彩る

ホビーラホビーレの歳時記

北国から紅葉便りが届く

季節になったら、

ハンドメイドで秋の

暮らしを豊かに彩りましょう。

リバティプリントや色印刷を

効果的に使ったキット、

かわいい森の動物たちなど、

いろいろなテクニックで

ご用意しました。

7月10日発売

1

2

3

4
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1
2
3

アップリケタペストリー〈リーフ〉　Z ¥6,696　353655　デザイン：上田葉子 

メッセージチャーム〈リス〉　Z ¥2,160　353658　イラスト：がなはようこ  

クロスステッチフレーム〈秋〉 　Z ¥3,672　353657  

4
5
6

リスのチャーム　Z ¥2,592　403416  

ミニタペストリー〈リーフ〉　Z ¥3,456　353656　イラスト：髙野紀子  

ステッチクロス〈リーフ〉　Z ¥3,672　353654　イラスト：髙野紀子  

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）

4　編みぐるみのりすは、大きなキノコと赤鼻がチャーミング。

1　色とりどりに色づく葉っぱをリバティプリントなどでアップリケした表情豊かなタペストリー。スパンコールで秋のきらめきをトッピングして。

5　人気の縦長タペストリーに、紅葉と愛らしい動物たちを描きました。葉の色はオーガンジーを使って鮮やかに。

6　グラデーションの色印刷が華やかなステッチクロスは、刺しゅうだけで仕上がるのが嬉しい。

季節の刺し子

紅葉と秋向けのオレンジ系のぼかし系が新発売。

人気の伝統柄は地色つきでもお楽しみいただけます。

7/10
発売

紅葉　Z ¥864　459944　（使用糸：b,c）  

花亀甲　Z ¥756　457578　（使用糸：a）  

寄せ模様Ⅱ〈ライトブルー〉　Z ¥843　459214　（使用糸：d） 

麻の葉〈ブルー〉　Z ¥843　459216　（使用糸：e）  

刺し子糸　〈b,c,d,e：単色〉　各 ¥216　〈a：ぼかし〉¥324 

刺し子針　¥141　502320　（針長短5 本、糸通し入）   

＊1、5a：7/10 発売　2〜4、5b 〜5e、6：発売中  

1
2
3
4
5
6

a：459946 d：459225

e：452071b：452073

c：457308

1

2

3

4

5

6

5

6



SHOP INFORMATION
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次回『MONTHLY PRESS 7月号 vol.67』は7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（金）からになります。月6 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5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。

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。
人気のつけ衿に新デザインが登場！

手づくりをはじめよう

シャトルに糸を巻きます。

裏目を編みます。先に編んだ表目と裏
目を合わせて１目となりダブルステッチ
と呼びます。

ダブルステッチとピコットを繰り返して糸
を引き締めると１つめのリングが編めま
した。

６つめのリングﾞは５つめのピコットと１
つめのピコットにつなぎながら編みます。

左手に糸かけ輪をつくり、表目を編みます。

ピコットを編みます。

２つめのリングは１つめのピコットにつ
なぎながら編みます。３～５つめも同
様に編んでいきます。

裏で固結びをして始めと終わりをつなぎ、
ボンドを使って糸始末をして、モチーフ
が完成。

1、2　光沢のある〈プライムレース〉で編むつけ衿。

親子おそろいで楽しめます。

ピコットカラー Z ¥1,674 （プライムレース20：1コ　キザミボタン
11.5㎜：1コ　IS：403407）
ピコットカラーkids Z ¥1,674 （プライムレース20：1コ　キザミボ
タン11.5㎜：1コ　IS：403407）

1

2

6/20
発売

6/20
発売 スポ

ット
ライ
ト

1　タティングレースの基本技法がマスターできる

初心者向けキット。シャトルと糸、チェーン、ボンド

がセットされています。

タティングレースのモチーフ　Z ¥2,376　403415　＊タティングシャトル入1

1
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SHOP LIST

【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

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

川崎アゼリア店　044-589-7860

【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

【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5 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

＊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。）

【NEWS】

♦西武池袋本店ホビーラホビーレが
　リニューアルオープン！
今までと同じ7階で売り場移動し、リニューアルオープンしました。
ゆったりとした店内で、お買い物をお楽しみください。店内レッスン
も開催しています。皆様のお越しをスタッフ一同お待ちしています。

毎月発売するスターターキットを使った店内レッスンを開催中です。レッスンに
6回ご参加いただいた方には素敵なプレゼントをご用意しております。

期間中、対象12型の中からウエアをオーダーいただくと、メン
バーズカードをダブルスタンプサービスいたします。豊富なオリジ
ナルファブリックの中からお好きな色柄でワンピースやブラウスな
ど、あなただけの特別な一着をつくってみませんか。

♦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

♦2016春夏 オーダーフェア 開催中～6月30日（木）【 EVENT】

◀「刺しゅうハサミ」または
　「かぎ針ケース＆かぎ針１本」を
　プレゼント

▲左からフレンチギャザードレス、フレアギャザードレス、ロールカラーワンピース

▲左からプライムレースドイリー、ビーズボールショートネックレス、クロスステッチビスコーニュ〈アリス〉

＊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。

Present!Present!


	MONTHLY PRESS Vol.66_000
	MONTHLY PRESS Vol.66_001
	MONTHLY PRESS Vol.66_002
	MONTHLY PRESS Vol.66_003
	MONTHLY PRESS Vol.66_004
	MONTHLY PRESS Vol.66_005
	MONTHLY PRESS Vol.66_006
	MONTHLY PRESS Vol.66_007
	MONTHLY PRESS Vol.66_008
	MONTHLY PRESS Vol.66_009
	MONTHLY PRESS Vol.66_010
	MONTHLY PRESS Vol.66_011

