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HAPPY HALLOWEEN 2016
秋からはじめる手づくりライフ～今編みたいニット～～注目のファブリック～～おすすめリバティプリント～／

森の音楽会／秋の花図鑑／色で遊ぶ刺し子／アリスのカレンダー 2017



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）

　Z ¥3,672　353693

　Z ¥3,888　353696

　Z ¥1,944　353697

　Z ¥5,184　353694

 　Z ¥3,456　403472

　Z ¥3,240　403471

　Z ¥3,888　353695

　Z ¥2,916　460078

　Z ¥3,240　353698　＊ドール本体キット別売

　Z ¥3,780　353180

　Z ¥1,944　460081

HAPPY
HALLOWEEN
2016

大ブームのネコを主役に、

ハロウィンアイテムをハンドメイド。

アップリケや刺しゅう、編みぐるみや小物まで、

魔女の使いの黒猫が大活躍。

定番キャラクターたちとお祭り気分を盛り上げます。

7月25日発売

4　ハロウィンナイトの魔女の館の様子を、色印刷とフェルトのアップリケでドラマティックに表現しました。

5　おすまし黒猫の編みぐるみ。本体は〈 モへヤ 〉と〈ウールスイート〉の２本どりで、ふんわりとした編み上がりです。

6　細編みで形をつくるのが楽しいニットのガーランド。裏にフェルトをつけて、しっかりとした仕上がりに。

1　多色印刷の魔女の家やハロウィンキャラクターをラインステッチで描きます。キラキラパーツをトッピングして。

3　黒猫とかぼちゃのアップリケに星形スパンコールをプラス。2　土台のリースにフェルトマスコットをにぎやかに飾って。
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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
6
7
8
9

10

ステッチクロス〈ネコとかぼちゃ〉　Z ¥3,672　353693

リース〈ネコとかぼちゃ〉　Z ¥3,888　353696

オーナメントカード〈ネコとかぼちゃ〉　Z ¥1,944　353697

アップリケタペストリー〈ネコとかぼちゃ〉　Z ¥5,184　353694

おすまし黒猫 　Z ¥3,456　403472

ハロウィンガーランド　Z ¥3,240　403471

クロスステッチフレーム〈ネコと魔女〉　Z ¥3,888　353695

ハロウィン・フェルトオーナメント〈ダブル〉　Z ¥2,916　460078

ドレスセット〈ハロウィーン〉　Z ¥3,240　353698　＊ドール本体キット別売

ドール本体キット･ニーナ（顔ししゅう入り）　Z ¥3,780　353180

＊ドール本体縫製済　＊発売中

魔女ハット　Z ¥1,944　460081

11
12
13
14
15
16
17
18

こどものサークルスカート　Z ¥1,901 （綿サテンプリント・スター：0.8m）

フェルトアソート〈ハロウィン〉　¥1,080　460014

フェルトアソート〈カボチャ〉　¥864　460015

ネコのバネ口金ポーチ　Z ¥2,376　460082

フェルトポーチ・ネコⅡ　Z ¥1,620　460079

フェルトポーチ・カボチャⅡ　Z ¥1,620　460080

刺し子〈ねこ〉　Z ¥648 （刺し子〈ねこ〉：460113　刺し子糸460114：1 カセ）

刺し子〈ハロウィンハウス〉　Z ¥864 （刺し子〈ハロウィンハウス〉：460112

刺し子糸460114・457308：各1 カセ）

＊1〜4、7、17、18 イラスト：平野明子

7　グレーのジャバクロスに魔女や黒猫をクロスステッチ。ハロウィンカラーのオレンジのフレームが効果的。

8　パーティー気分を盛り上げるフェルトのオーナメントは、アルファベットとキャラクターの２本セットで。

3

15、16　フェルトをブランケットステッチしたポーチに、リボンの肩ひもを

つけるだけ。初心者にも手軽に楽しめます。

17、18　〈 ねこ〉と〈 ハロウィンハウス〉の刺し子。どちらも新色のチャコー

ルグレーの刺し子糸を使っています。

10　カチューシャつきのハットで、小さな魔女に変身！

11　ドーナツ形にカットしてつくる、簡単サーキュラースカート。

14　キラキラの瞳がキュートなネコを、 バネ口

金のポーチに。

12　黒猫、コウモリなど、７種のモチーフ12 枚

をセット。

13　大小サイズの５色のカボチャをセットにしま

した。

9　仮装パーティーのドレスは、黒とピンクでコーディネート。

■綿サテンプリント・スター
¥2,376/m　約108cm 幅　

［ 綿100% ］　日本製

312111
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03

秋からはじめる手づくりライフ
～今編みたいニット～

ニットの温もりがうれしい季節に向けて、

さぁ、手編みをはじめましょう。

質感にこだわった単色糸や

個性的な段染め糸も登場。

スタンダードなウエアからおしゃれ小物、

ベビーニットまで、

充実したアイテムを取りそろえました。

ホビーラホビーレならではの、

多彩なデザインをお楽しみください。

1　衿、裾、袖口がくるんとロールアップしたヨークセーター。編み込み部分は段染め糸〈アーティスト〉を使って。

2　2種類の糸を使った、かぎ針編みのリックラック模様が魅力的。 3　2と同じ模様のスカートは、裾から分散減目で同じ模様を繰り返せば完成。

8月10日発売

NE
W

色番

アーティスト
¥2,592/カセ　100g/400m　［ウール100%］　
全3色　トルコ製

海外で人気が高い手染めの段染め糸。
ショートピッチの３配色は、使いやすい
同系色とカラフルな配色をご用意。形態
はカセになります。

ウールキュート
¥324/玉　25g/150m　［ウール100%］
全25色　日本製　発売中

上質なウールをソフトな風合いに仕上げ
た合細タイプ。25g玉で25色なので、
多色使いにもおすすめ。かぎ針から棒針
まで幅広い用途に。

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

252423222120191817

色番

2021 2014 2016

エアリーウール
¥432/玉　20g/160m　［ウール100%］
全7色　日本製　発売中

ソフトで軽い風合いを持つ、エクストラ
ファインメリノウールの極細タイプ。膨
らみと弾力があるため、ふんわり編み上
がります。

10 12 03 08 1106 09色番



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　衿、裾、袖口がくるんとロールアップしたヨークセーター。編み込み部分は段染め糸〈 アーティスト〉を使って。

3

1
2
3
4
5

ロールアップヨークセーター　Z ¥8,316（ウールキュート：16コ　アーティスト：1コ　IS：403487）

リックラッククロッシェマフラー　Z ¥4,698 （エアリーウール：4コ　アーティスト：1コ　IS：403489）

リックラックスカート　Z ¥10,638 （エアリーウール：11コ　アーティスト：2コ　ゴムベルト25㎜：1コ　IS：403488）

ルルテントラインベスト　Z ¥8,154 （ロービングルル：8コ　IS：403490）

スパイラルグランスヌード　Z ¥3,402 （ロービングルルグラン：1コ　IS：402861）

6
7
8
9

クロッシェバスケットストール 　Z ¥6,426 （ロービングルルグラン：2コ　IS：403175）

クロッシェブランケット　Z ¥6,426 （ロービングルルグラン：2コ　IS：403177）

フラワーモチーフルームシューズ　Z ¥5,238 （ロービングルル：2コ　ウールキュート：3コ　ルームシューズソール：1コ　IS：403491）

ルームシューズソール　¥1,944　403469　＊約23.5㎝サイズ

上質なウールにモへヤをブレンドして仕上げた、ロービングタイプの糸。超ロングピッチの色の変化とソフトな風合いが魅力です。新色5 色。

4　シックな段染め糸で編むテントラインベスト。衿から裾に向かって、前後同じ形に編みます。

6　秋色のストールは、方眼編みをアレンジしたバスケット編みで。段染め糸なので糸替え不要です。

7　かぎ針で編むシンプルな模様のブランケットは、カラフルな色が魅力。

8、9　ソールに編みつけた土台の上に花モチーフをつけた２重構造。

5　斜めの編み地が衿もとにニュアンスを添えるスヌード。筒状なので、寒さ対策も万全。

色番 21 22 23 24 25
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ロービングルル
¥972/ 玉　40g/140m　［ウール90% モヘヤ10% ］　全15 色　日本製

ロービングルルグラン
¥3,024/ 玉　130g/455m　［ウール90% モヘヤ10% ］　全12 色　日本製
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1　ガーター編みと縄編みを市松に配置したシンプルなデザインは、ひざ掛けにしてもすてき。続けて編める模様がうれしい。

ベビーケーブルおくるみ Z ¥4,914 （ベビーパレット：5コ　IS：403485）
ベビーガーターキャップ＆ソックス Z ¥2,355 （ベビーパレット：2色各1コ　IS：403486）
ベビーガーターベスト Z ¥3,694 （ベビーパレット：1色2コ　1色1コ　ボタン11.5㎜：4コ　IS：403486）

1
2
3

クロッシェボーダーカーディガン Z ¥9,785 （エアリーウール：13コ　クロッシュコットン：7コ　ボタン11.5㎜：7コ　IS：403484）
ベーシックベストKids Z ¥2,268 （ウールスイート：5コ　IS：403492）
完成品オーダー 　¥15,228 

4
5

4　袖つけなしのかぎ針編みのカーディガン。〈エアリーウール〉と〈クロッシュコットン〉を使って。

5　清楚な服装が望まれるシー

ンのために、早めに準備したい

手編みのベスト。

2　お耳のようなポンポンつきキャップとソックスをセットにして。

3　初心者にもおすすめな、かわいいガーター編みのベスト。

ベビーパレット
¥908/玉　40ｇ/159ｍ　［ウール100%（タスマニアンメリノウール）］　
全10色　日本製　発売中

上質なタスマニア産メリノウールでつくった、
ふんわり柔らかい風合いの中細タイプ。年齢
を問わず、使いやすい優しい色合いです。

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10色番

7月25日、8月10日発売

秋からはじめる手づくりライフ
～今編みたいニット～

手編み
オーダー承ります
受験シーズンに重宝する
オーソドックスなVネックベストを
オーダーメイドいただけます。
カラーは紺のみ。
サイズは100・110・120cmの
3サイズです。

＊8/10（水）～ 9/30（金）の
期間中のオーダーに限り、
約2週間でお届けいたします。
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1　動物たちの野外コンサートを、11色の刺しゅう糸でステッチ。簡単なラインステッチで表現します。

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）

ステッチクロス〈森の音楽会〉 Z ¥3,672　353689
クロスステッチフレーム〈森の音楽会〉 Z ¥3,888 353690

ブックカバー〈森の音楽会〉 Z ¥3,240　353692

1
2
3

フラットポーチ〈森の音楽会〉 Z ¥3,456　353691
＊1～4イラスト：がなはようこ

4

2　動物たちが楽しそうに演奏する様子をクロスステッチ。フレームから音楽が聞こえてきそう。 3　ハーフリネンの土台に、動物たちをカラフルに。しおりは音符のチャームつきです。

4　袋口にリバティプリントを使ったポーチ。後ろ面にはクマのワンポイントを入れて。

3



07 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）

秋からはじめる手づくりライフ
〜注目のファブリック〜
楽しいプリントや織り柄、コットンやリネンなど、今秋おすすめのトレンドファブリックで

つくるウエアやバッグ。チャーミングなアクセサリーとともにご紹介します。

7月25日、8月10日発売

■広幅チノプリント・ねこ
¥2,376/m   約148cm 幅　

［ 綿100% ］　日本製

広幅のチノクロスにねこをプリント。しなやかで密度が
ある素材は、小物やウエアなどに。

■ゴブランツリー
¥3,024/m　約143cm 幅

［ ポリエステル70% 綿30% ］　日本製

リズミカルな木々をゴブラン織りで表現。袋物やクッショ
ンなどのインテリア用品にもおすすめ。

■ノーザンクロス・ビル
¥2,376/m   約110cm 幅

［ 綿75% 麻25% ］　日本製

シャリ感と適度なハリのある綿麻ノーザンクロスに幾
何風にビル群をプリント。幅広い用途に。

312114312113 312135312134

■スラブコットン
¥1,944/m   106 〜108cm 幅　

［ 綿100% ］　日本製

特殊な染色方法で両面の表情が異なる人気のコットン素材に、
秋らしい新色が加わりました。

312132 312133312131312115

3　ねこ柄のスカートは、スカートひと丈＋縫い代の用尺で完成。 5　新色のスラブコットンでトートバッグの新型を提案。4　モノトーンのモダンなビル柄でつくるシンプルスカート。

1　ユニークなねこのプリントでつくる、2WAY バッグときんちゃくのセット。大人っぽい配色が新鮮。

2　丸みのあるフォルムがかわいいゴブラン織りのバッグは、本革の一本持ち手がポイント。

　Z ¥2,916　353752

　Z ¥5,336　353762

　H ¥1,080　700146　Z ¥2,139 （広幅チノプリント・ねこ：0.9m）

　H ¥1,080　700147　Z ¥3,564 （ノーザンクロス・ビル：1.5m）

　Z 各 ¥2,074　a：353800　b：353801　c：353799

　H ¥1,080　700102　Z ¥9,526 （ブランケットリネン：2.1m）

　H ¥1,080　700162　Z ¥6,567 （パイルデニム：1.9m）

1
2

3 4

5

b
a

c

8/10発売
7/25発売

7/25発売 7/25発売 7/25発売



08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）

楽しいプリントや織り柄、コットンやリネンなど、今秋おすすめのトレンドファブリックで

つくるウエアやバッグ。チャーミングなアクセサリーとともにご紹介します。

7月25日、8月10日発売

5　新色のスラブコットンでトートバッグの新型を提案。

8、9　チェーンやコードにビーズやパーツを順番に通してつくるネックレ

ス。8 は大きなスワロフスキーのパーツがポイントです。

12、13　ワッペンの裏にフェルトをつけて、周囲にビーズを施したブロー

チ。刺しゅうワッペンの単品売りは2 色をご用意。

10、11　スワロフスキーボタンとビーズをコードに通し、結んで留めてい

くネックレス。2 種のボタンアソートも同時発売。

6　秋に向けて活躍するパンツは、優しい風合いがうれしい起毛タイプの〈ブランケットリネン 〉で。

7　深めの V ネックのジャンパースカートは注目のボックスシルエット。シンプルな着こなしがおしゃれ。

■パイルデニム
¥3,456/m　約134cm 幅

［綿88% ポリエステル11% ポリウレタン1%］　日本製

312142312141

縦糸をインディゴ染めにしたデニム地にストレッチを効かせました。
しなやかな風合いと適度な厚みがあるので、ワンピースをはじめ
スカートやパンツにもおすすめです。

■ブランケットリネン
¥4,536/m  約110cm 幅

［ 麻100%（リネン ）］　日本製

312137

312139

312136

312138

312140

キャンバス織りのリネンの片面を起毛して保温力を高めました。
ナチュラルなカラーと優しい風合いは、秋冬のウエアやバッグまで、
様々な用途にお使いいただけます。

1
2
3
4
5
6
7

スクエアバッグＬ〈きんちゃく袋付〉　Z ¥2,916　353752

サークルタックバッグＭ　Z ¥5,336　353762

セミフレアスカート　H ¥1,080　700146　Z ¥2,139 （広幅チノプリント・ねこ：0.9m）

タックギャザースカート　H ¥1,080　700147　Z ¥3,564 （ノーザンクロス・ビル：1.5m）

切替トートバッグ　Z 各 ¥2,074　a：353800　b：353801　c：353799

ワイドパンツ　H ¥1,080　700102　Z ¥9,526 （ブランケットリネン：2.1m）

Vネックジャンパードレス　H ¥1,080　700162　Z ¥6,567 （パイルデニム：1.9m）

8
9
10
11
12
13

リングネックレス〈ネイビー〉 　Z ¥4,968　460083　＊スワロフスキー・クリスタルペンダント使用

トップパヴェネックレス　Z ¥3,132　460086

クローバー・ネックレス　Z ¥2,484　460085　＊スワロフスキー・クリスタルボタン使用

ボタンアソート〈スワロフスキー・クリスタルボタン〉　各 ¥1,728　〈クローバー〉460067　〈ハート〉460068　＊各6コ付き

リボンワッペンブローチ〈シルバー〉　Z ¥1,728　460087

刺しゅうワッペン〈リュバン〉 　各 ¥648　a：460044　b：460045

6 7

8
9

10

11

12

13

a

b

8/10発売

8/10発売 8/10発売

8/10発売

7/25発売
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ステッチクロス〈フラワー〉 Z ¥3,672 353699

クロスステッチフレーム〈コスモス〉 Z ¥3,672　353701
1
2

アップリケフレーム〈フラワ－〉 Z ¥4,752　353700
＊1、3イラスト：髙野紀子

3

2　チョコレート、キバナなど、多彩なコスモスをクロスステッチで描いたフレーム。 3　7種類の草花を、優しい色調のオーガンジーでアップリケ。窓辺やコーナーの演出に。

1　グラデーション印刷が施されたクロスに刺しゅうをプラスすれば、立体感のある秋の花々が完成。

秋の花図鑑
8月10日発売



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）

3　7 種類の草花を、優しい色調のオーガンジーでアップリケ。窓辺やコーナーの演出に。

色で遊ぶ
　　刺し子
現代の暮らしにマッチした

モダンな色と伝統的な刺し子がコラボレート。

秋色のマスタードやグレーの土台に、

２色刺しの刺し子でテーブルウエアや

バッグを仕上げます。

伝統柄の季節の刺し子もお楽しみください。

8月10日発売

2　リネンの土台布に２色刺しの伝統柄をミックスして、すっきり大胆に配置。約70cm 角サイズです。

刺し子のコースター　Z ¥2,376　353703　＊6 枚セット

刺し子のテーブルクロス　Z ¥5,184　353702

刺し子〈米刺し〉　Z ¥864 （刺し子〈米刺し〉：458913　刺し子糸452081・455602：各1 カセ）　＊発売中

1
2
3

刺し子〈三重菱つなぎ〉　Z ¥864 （刺し子〈三重菱つなぎ〉：460115　刺し子糸454438・452082：各1 カセ）

刺し子のトートバッグ　Z ¥4,536　353704

刺し子のきんちゃくバッグ　Z ¥4,968　353705

4
5
6

3、4　人気の〈 米刺し〉と新柄の〈 三重菱つなぎ 〉。

1　マスタード色の土台に伝統柄を２色刺し。３柄6 枚セットです。

6　前後に刺し子を配したきんちゃく。共布の持ち手は縫製済みです。5　本革持ち手つきバッグは、前面に施した２色刺しの伝統柄がモダン。

1

2

4

3

5 6　
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　Z ¥4,860 （リバティ・タナローン：1.5m）

　H ¥1,080　700138　Z ¥7,776 （リバティ・タナローン：2.4m）

　Z ¥2,916　353757

　Z ¥2,852　353767

　Z 各 ¥1,620　a：460123　b：460122　＊フラワーリリヤンボビン別売

　¥3,024　457293　＊ボビン大小2コ･ 編み棒 ･とじ針付き　＊発売中

　Z ¥2,452　353769

　Z ¥4,450　353756

　Z ¥1,880　353765

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）

3　綿麻ライトキャンバスのラミネートでつくる収納力の

あるバッグ。

7　丈夫なライトキャンバスのバケットバッグ。カラーラ

メの持ち手つき。

5　フラワーリリヤンボビンでつくるバイアステープを使っ

た簡単ヘアゴム。中央のくるみボタンがポイント。

9　リバティプリントとスラブコットンを組み合わせた、マ

チつきの口金ポーチ。

6　ラミネートでつくるバッグ & ポーチは、直線縫いだ

けで完成。

10　お稽古など荷物が多い日に大活躍のラミネートの

トートバッグ。

4　使いやすさ抜 群の大 小ペアのポーチは、3 種の人

気柄を使って。

8　カンバセーショナルな〈オスカー〉でつくるタックトー

トバッグ。

1　花火のようエンブレムがモチーフの〈ファイヤーワーク・フローラル 〉をイージースカートに。

2　シックな新柄〈 ジュニパー〉でつくる晩夏の大人ドレス。ちょっとしたシーンにも重宝するデザインです。

落ち着いた色づけのリバティプリントで、

誰よりも早く秋のおしゃれ支度を。

新デザインのシャツブラウスのほか、

着回しやすいシンプルな

アイテムをそろえました。

目的別にセレクトできる

バッグやポーチも様々なタイプを

お楽しみいただけます。

秋からはじめる
手づくりライフ
〜おすすめのリバティプリント〜

1 2

3

4

5

6

a

a

b

b
7 8

9
10

7月25日、8月10日発売

7/25発売

7/25発売

7/25発売

8/10発売

8/10発売 8/10発売 8/10発売

8/10発売 8/10発売
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1
2
3
4
5

6
7
8

イージースカート　Z ¥4,860 （リバティ・タナローン：1.5m）

フレアギャザードレス　H ¥1,080　700138　Z ¥7,776 （リバティ・タナローン：2.4m）

ラミネートのバッグ〈トートバッグ〉　Z ¥2,916　353757

ペアのギャザーポーチ　Z ¥2,852　353767

バイアスフラワーのヘアゴム　Z 各 ¥1,620　a：460123　b：460122　＊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　＊ボビン大小2コ･ 編み棒 ･とじ針付き　＊発売中

ラミネートのフラットバッグ＆ポーチ　Z ¥2,452　353769

バケットバッグⅢ　Z ¥4,450　353756

タックトートバッグS　Z ¥1,880　353765

9
10
11
12
13
14
15
16

アロー口金ポーチ　Z 各 ¥2,636　a：460120　b：460121

ラミネートのバッグ〈トートバッグ〉　Z ¥2,376　353771

シンプルワンピース（七分袖）　H ¥1,080　700155　Z ¥8,748 （リバティ・タナローン：2.7m）

こどものアンプルワンピース（七分ギャザー袖）　H ¥1,080　700136　Z ¥4,310 （リバティ・タナローン：1.3m　ボタン13㎜：1コ）

スタンドカラーブラウス（七分袖）　H ¥1,080　700161　Z ¥5,055 （リバティ・タナローン：1.5m　ボタン13㎜：2コ）

シャツブラウス（長袖）　H ¥1,080　700160　Z ¥7,031 （リバティ・タナローン：1.9m　ボタン13㎜：9コ）

ヨーク切替ブラウス（カーブ裾 ･ 七分袖）　H ¥1,080　700151　Z ¥4,709 （リバティ・タナローン：1.4m　ボタン11.5㎜：2コ）

イージースカート　Z ¥4,860 （リバティ・タナローン：1.5m）

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）

6

けで完成。

10

トートバッグ。

13　後ろヨーク切替スラッシュあきで縫いやすい、スタ

ンドカラーブラウス。

16　大人色の動物プリントが楽しい、たっぷりギャザー

のスカート。

15　カーブ裾なのでパンツとの相性もぴったり。水玉

風のピーコック柄で。

14　ゆったりと着心地のいいベーシックな長袖シャツ

ブラウス。後ろ中央にタック入り。

11　七分袖のシンプルなワンピースは、優しいグレー系の大柄〈 ツリー・オブ・エデン 〉で上品に。

12　秋一番のお出かけワンピースは、ピンクのリバティプリント〈ヨシエ 〉で女の子らしく着こなして。

11

13
14

15
16

12

8/10発売 8/10発売 8/10発売 8/10発売

8/10発売







SHOP INFORMATION
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次回『MONTHLY PRESS 8月号 vol.68』は8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（日）からになります。月7 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6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。ウエアの材料価格には付属品が含まれています。●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

【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

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

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　

阪急うめだ本店　06-6361-1381
＊ 2016年6 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

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。 毎年好評の刺しゅうを楽しむカレンダー。
2017年は注目の「不思議の国のアリス」が登場。

手づくりをはじめよう アリスのカレンダー2017ご予約受付中！

編みやすいジャージ素材の布ぞうりのスターター

キットを２色ご用意。ジャージカットクロスの単

品も発売中。

物語の様々なシーンを刺しゅうで仕上げます。本体は縫製済みで、カレンダー部分は色印刷入り。

アリスのカレンダー2017　Z ¥6,048 353715　＊イラスト：髙野紀子

＊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。）

1

2

布ぞうりスターターキット
Z ¥5,832　a：460076　b：460077　＊布ぞうり編み
台セット・鼻緒用バイアステープ付き

布ぞうり用ジャージカットクロス
各¥1,728　＊全7色

7月25日発売

8月25日発売

【NEWS】

♦ホビーラホビーレ柏店
　移転リニューアルオープン！
7月24日（日）S館専門店6階での営業を終了し、
7月29日（金）装いもあらたに「柏髙島屋ホビー
ラホビーレ」として、柏髙島屋本館7階フロアにリ
ニューアルオープンいたします。どうぞお楽しみに。

刺しゅうやニット小物などのキットが大集合!この夏お好きなアイテムで手づくりを
はじめてみませんか。体験レッスンも開催します。

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。

♦夏休み手づくりチャレンジフェア
　7月25日（月）～8月13日（土）

♦手づくりをはじめよう
　〈スターターキットレッスン〉好評開催中!

【 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

Present !

▲左からタティングレースのモチーフ、クロスステッチビスコーニュ〈アリス〉、ビーズボールショートネックレス

上／フルーツコースター
下左／マチ付口金ポーチ
下右／クロスステッチフレーム〈シェル〉

＊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。

ニーナのおすすめ
アイテムをご紹介

♦二子玉川店
　アニバーサリーフェア開催
　7月30日（土）～8月7日（日）
開店2周年を記念して、『Ｃ
ＨＡＢＵＴＴＯＮ＆ＨＡＴ
ＳＵＹＡＭＡ　ＦＡＣＴＲＹ
（チャボタン&ハツヤマファク
トリー）フェア』を開催します。
アンティークビーズのパーツ、
アクセサリー、フエルト小物な
ど、ギフトにもおすすめの楽し
いアイテムが揃います。
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