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1　お茶の時間に欠かせないアイテムと香りづけ用のフルーツや植物を、多色刺しゅうで彩ります。

香りひろがる
ティータイム
ハーブやフルーツの香りづけをした

フレーバーティーが人気です。

おしゃれなカップ&ソーサーをモチーフにしたコレクションで、

お部屋いっぱいに香りがひろがる、

くつろぎのティータイムを演出してみませんか。

リバティプリントのアップリケや刺しゅうで

手軽にお楽しみいただけます。

3月10日発売

 ¥3,240　353959　約30 ×70㎝

 ¥5,616　353957　約29 ×37㎝

 ¥3,456　353960　約11 ×11㎝　6 枚セット

1

000000 は商品コードです。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）
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香りひろがる
ティータイム
ハーブやフルーツの香りづけをした

フレーバーティーが人気です。

お部屋いっぱいに香りがひろがる、

くつろぎのティータイムを演出してみませんか。

リバティプリントのアップリケや刺しゅうで

手軽にお楽しみいただけます。

4　多色印刷のビンテージ・ティーセットに刺しゅうをプラスして。 5　積み重ねたカップをクロスステッチでリズミカルに表現します。 6　ティーアイテムをリバティプリントのアップリケと刺しゅうで。

7　リバティプリントでつくるチャーミングなティーカップコレクション。

2　 色印刷されたティーラベルを刺しゅうとビーズのトッピングで仕上げます。

8　花びらのような縁編みがかわいいコースターは、アイスティーにぴったり。

3　午後のひと時が華やぐ、リバティプリントを使ったコースターは６枚セット。

1
2
3

テーブルセンター〈ティータイム〉　Z ¥3,240　353959　約30 ×70㎝

コラージュフレーム〈ティーラベル〉　Z ¥5,616　353957　約29 ×37㎝

コースター〈ティータイム〉　Z ¥3,456　353960　約11 ×11㎝　6 枚セット

4
5
6

ステッチクロス〈カップコレクション〉　Z ¥3,888　353955　約50 ×40㎝

クロスステッチフレーム〈カップコレクション〉　Z ¥4,104　353958　約29 ×14㎝

アップリケタペストリー〈カップコレクション〉　Z ¥6,696　353956　約50 ×50㎝

7
8

ティータイムのアップリケフレームⅤ　Z ¥3,456　353961　約18 ×18㎝

フラワーコースター　Z ¥3,240　403688　5 枚セット

＊1〜6 イラスト：平野明子　7 イラスト：がなはようこ

2

3

4
5

6

7

8

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。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）
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1　大きな花柄が映えるノースリーブのチュニックは、衿もとのギャザーの優しいシルエットがおしゃれ。

2　人気のフレンチワンピースを、愛らしさを引き立てる落ち着いた色づけの〈ストロベリー・フィースト〉でつくりました。

旬の素材でハンドメイド
～リバティプリントでソーイング～

大人のきれい目スタイルに欠かせないリバティプリント。今年は、ピンクからブルー系の色調やホワイトに注目。

タナローンのほかジャージやキャンバスなども加え、デイリーからタウンまで様々なシーン向けのデザインがそろいました。

柄違いや色違い、親子でもお楽しみいただけます。

3月10日発売

1

2
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3　子ども服にぴったりのマルチカラープリントでつくる半袖ワンピース。 4　着まわし力のあるゆったりシルエットのボートネックブラウス。 5　人気柄〈 アリスズ・ガーデン 〉でつくる、華やぎのあるスカート。

6　程良いボリューム感で着やすいタックギャザースカート。 7　パンツスタイルがクールに決まる、ペプラムブラウス。 8　カギ針編みの身頃にペプラムをつけた、新デザインのワンピース。

9　シックなピンク系の大柄プリントを活かしたシンプルドレス。

10　コットンパールとビジューパーツでつくるショートタイプ。

11　繊細なシェル模様のカーディガンは、上品な光沢がエレガント。

12　ノースリーブのワンピースは、洗練された大人のニュアンスカラーで。

13　半袖のシンプルドレスは柄違いで何枚でも欲しい春夏アイテム。

1
2
3
4
5
6
7

ギャザーネックチュニック　H ¥1,080　700143　Z ¥6,254 （リバティプリント･タナローン：1.9m　貝ボタン13㎜：1コ）

こどものフレンチワンピース　H ¥1,080　700123　Z ¥3,014 （リバティプリント･タナローン：0.9m　貝ボタン13㎜：1コ）

こどものアンプルワンピース〈ボートネック･ 半袖〉　H ¥1,080　700136　Z ¥3,986 （リバティプリント･タナローン：1.2m　貝ボタン13㎜：1コ）

ボートネックブラウスⅡ　H ¥1,080　700170　Z ¥4,536（リバティプリント･タナローン：1.4m）

イージースカート〈65㎝丈〉　Z ¥4,968 （リバティプリント･タナローン：1.5m　RP：701002）

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：1.5m）

ランニングペプラム　H ¥1,080　700106　Z ¥4,634 （リバティプリント･タナローン：1.4m　貝ボタン13㎜：1コ）

8
9
10
11
12
13

フラワークロッシェワンピースKids　Z ¥2,960 （クロッシュコットン：3コ　リバティプリント･タナローン：0.5m　RP：403715）

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

カットビジューネックレス　Z ¥3,456　459810　約41㎝　＊発売中

プライムクロッシェカーディガン　Z ¥7,798 （プライムレース20：6コ　キザミボタン13㎜：1コ　IS：403714）

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

シンプルワンピース〈半袖〉　H ¥1,080　700155　Z ¥8,100 （リバティプリント･タナローン：2.5m）

3 4 5
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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。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）



05

4　ゆったりシルエットのドルマンブラウスは柄の魅力を楽しんで。

1、2　新発売のベンリー口金でつくるバッグは、華奢な持ち手がエレガント。口金の棒ははめ込み式なので、バッグづくりが簡単です。

3　玉の色がかわいいキャンディ口金と新柄の〈 ストロベリー・フィースト〉を組み合わせたポーチ。

5　しなやかなジャージ地の T シャツは、 お手 入れが簡 単なのも嬉しい。 6　きれいなシルエットで様々な着こなしが楽しめるスカート。

■リバティプリント ･ ファインジャージ
¥4,104/m　132 〜134cm 幅　［ 綿100% ］
日本製　2 月25 日発売

312752 312117312668 312753 312118 312119312669 312751 312116312667

■リバティプリント ･ シェラトンジャージ ■リバティプリント・綿麻ライトキャンバス
¥3,132/m　110 〜112cm 幅　［ 綿100% ］
日本製　3 月10 日発売

¥3,780/m　108 〜110cm 幅　［ 綿88% 麻12% ］　
日本製　発売中

■ベンリー口金 24cm
各 ¥2,700

〈アンティークゴールド〉460328
〈シルバー〉460327

■ベンリー口金 16cm
各 ¥2,376

〈アンティークゴールド〉460326
〈シルバー〉460325

■キャンディ口金 12cm
各 ¥1,512

〈ブルー×ホワイト〉460323　
〈ピンク×ホワイト〉460322　

＊型紙付つくり方入

リバティプリント口金ポーチに使用。

1
2
3

ベンリー口金バッグL　Z 各 ¥5,098　a：353917　b：353916　＊口幅約24㎝

ベンリー口金バッグS　Z 各 ¥4,256　a：353918　b：353919　＊口幅約16㎝

リバティプリント口金ポーチ　Z 各 ¥2,582　a：353920　b：353922　c：353921　約13 ×15㎝

4
5
6

ドルマンブラウスⅡ　H ¥1,080　700159　Z ¥6,156 （リバティプリント･ファインジャージ：1.5m）

フレアＴシャツ〈半袖〉　H ¥1,080　700153　Z ¥5,951 （リバティプリント･シェラトンジャージ：1.9m）

セミフレアスカート　H ¥1,080　700146　Z ¥5,670 （リバティプリント･ 綿麻ライトキャンバス：1.5m）

大小様々なひまわりが印象的な人気柄を広幅のジャージにプリント。
適度な厚みでトップスにもスカートにもおすすめです。

スモール・スザンナ
家庭用のミシンで簡単に縫えるジャージに、透明感のある繊細な花柄をプリント。
明るいカラーリングの3 色は、トップスやチュニックにぴったりです。

ジョセフィンズ ･ デイジーズ
適度なはりのあるキャンバス地に絵の具のしずくが落ちたような柄をプリント。
皆川明さんとリバティ社のコラボレーション柄です。

メモリーズ ･ オブ ･ レイン

1 a

1 a

2 b

2 a

3 a

3 b

3 c

1 b

4
5

6

3月20日（月）発売／予約受付中

 

3月10日（金）発売／予約受付中

（147% 拡大）

4月10日（月）発売／予約受付中

 

80% 縮小）

（83% 縮小）

000000 は商品コードです。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

ベンリー口金バッグ S に使用。

ベンリー口金バッグ L に使用。

2/25発売
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6　きれいなシルエットで様々な着こなしが楽しめるスカート。

■
各 ¥2,700

〈アンティークゴールド〉
〈シルバー〉460327

■
各 ¥2,376

〈アンティークゴールド〉
〈シルバー〉460325

■
各 ¥1,512

〈ブルー×ホワイト〉
〈ピンク×ホワイト〉

＊型紙付つくり方入

ドルマンブラウスⅡ　H ¥1,080　700159　Z ¥6,156 （リバティプリント･ファインジャージ：1.5m）

フレアＴシャツ〈半袖〉　H ¥1,080　700153　Z ¥5,951 （リバティプリント･シェラトンジャージ：1.9m）

セミフレアスカート　H ¥1,080　700146　Z ¥5,670 （リバティプリント･ 綿麻ライトキャンバス：1.5m）

3月20日（月）発売／予約受付中 4月10日（月）発売／予約受付中

312771 312830312772 312831312773 312832

■ローラ・ワイゼルバーグ ■フォーリング ･ スザンナ
アイレット刺しゅうを施した綿レースに、ボタニカル柄をプリント。イギリス
の田園に咲く野生の花々が一面にレイアウトされた、ヴィンテージ感のあ
る柄。

ほどよい透け感のあるカットドビーに、線画のひまわり柄をシンプルなカラー
リングでプリント。素材のテクスチャーとプリントが重なるニュアンスが魅力
です。

リバティプリント・アイレットレース　¥3,780/m 
132〜134cm幅（レース有効幅約124cm）　
［綿100%］　日本製

リバティプリント･サークルカットドビー　¥3,564/m
106〜108cm幅
［綿100%］　日本製

3月10日（金）発売／予約受付中

312724 312725 312727312726 312728

■ストロベリー・フィースト
2016年、子供向けにデザインされたコレクションの中の柄。いちごを運ぶ小鳥を
規則的に並べたデザインは、大人から子どもまで幅広い世代におすすめです。

312704 312705 312706

■ミセス・ロビンソン
2009年春夏コレクションの1テーマ「ロックスター」の中からの柄。大胆な大花であり
ながら、繊細な線画で描かれた、仕立て映えのする柄です。

312707 312708 312710312709 312711

■フェアリー・クロック（147% 拡大）
たんぽぽの綿毛をモチーフにした人気柄を拡大して、ニュアンスカラーで色づけ。
グリッターで花心に輝きを添えました。ブルー系を中心に５色をご用意。

312691 312754

312756

312692 312755

312757

312693 312694

■スイム・ダンクレア ■ロイヤル・オーク・ハウス

■ポピーズ・メドウ

ひまわり、ゼニアオイ、アンゼリカ、アジサイなどが生き生きと力強く繊細なタッチ
で描かれた柄。シックで落ち着いたカラーリングで、季節を問わずに活躍します。

豊富な色と模様が入った一枚の絵のようなデザインで、小さな動
物たちが隠れています。水彩を使い手描きされた、魅力的な柄。

水彩で描かれた可憐な小花の周囲を、鮮やかな牧草地（メドウ）
が取り囲んだ、夢のような雰囲気を持った柄。

リバティプリント･タナローン　¥3,240/m
約110cm幅　［綿100%］　日本製

　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

312698 312699 312700

■アンバーズ・ポージー
花やベリーが美しく咲く初夏の英国の庭を、のびのびとした表現で描いた
柄。カラフル感が映える白地とネイビー地の3色は、様々な用途にお使い
いただけます。

312712 312713 312714

■イルマ（90% 縮小）
繊細な筆づかいや鉛筆のラインまで再現した、デジタルプリントの柄。幻想
的な草原の情景をやわらかいカラーリングでそろえました。ウエアにも小物
にもおすすめ。

312695 312696 312697

■フラッターリング
2016年、リバティロンドンが『子供の詩の園』をもとにデザインした柄。小さ
なリボンがたくさん重なった柄にグリッターで輝きをプラスしました。

312701 312702 312703

■ベネディクト
1936年のリバティの典型的な花柄からインスピレーションを受けてデザイ
ンされた柄。その時代に流行していた小花を黒いラインで所々縁取ってい
ます。使いやすい3色をご用意。

312738 312739 312740

312719 312720 312722312721 312723

■アリスズ・ガーデン
珍しい花々の香りに満ちたリバティの庭園をイメージした、デジタルプリント柄。
ウエア向けの多色感のあるミックスカラーを5色取りそろえました。

312715 312716 312717 312718

■フローラル・イヴ
植物標本画集をデザインソースとして生まれた、繊細なボタニカル柄。デジタルプリン
トならではの緻密な表現と多色感が魅力。トップス向け、ボトムス向けの4色で展開。

312744 312745 312746

312742 312743

4月10日（月）発売／予約受付中

■マイ・シップ ■グランド・ロイオール 
リバティロンドンが子供向けにデザインしたシリーズからの柄で、アイダー
ダウンの海を進むヨットがモチーフ。波頭にはシルバーのグリッターがプリ
ントされています。

2009年のシーズナル・コレクションのためにつくられた柄。単純化された
花が異なるサイズで描かれた、動きと立体感のある全体柄。注目のグリー
ンとブルーをご用意。

312794 312797312795 312798312796

■イングリッシュ・ストライプ
イングリッシュフィールド、メラニーアタイ、ペッパーを組み合わせたホビー
ラホビーレの人気ビスポーク柄。片耳に配置されている花柄を活かして、
ワンピースやスカートに。

312799 312800 312801

312810 312811 312812

■ハンプトン・ウェディング（80% 縮小） ■ワイルド・フラワーズ（150% 拡大）
ディズニー映画「生きた花園」に登場するすべての花を、勢いのあるタッ
チで手描きした柄。柔らかい色合いのマルチカラーなど3配色。

312806 312807 312808 312809

『英国野花図鑑』のイラストからヒントを得てつくられた柄。デジタルプリン
トの繊細な表現がより引き立つアレンジとカラーリングで。トップスやワン
ピースにおすすめ。

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･タナローン　¥3,456/m
約110cm幅　［綿100%］　日本製

　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

■マリーナ・シーフラワー（50% 縮小）

312791 312792 312793

■アンジェリカ・ガーラ（83% 縮小）
使いやすい大きさにリサイズした人気の花柄を、ピンクベース、トロピカル、
サマーダークの３タイプのカラーリングでご用意しました。夏まで活躍する
プリントです。

312802 312803 312804 312805

トレスコ島の木々の葉と、スカーフ用につくられた柄をベースにして手描き
された柄。ドレスファブリックとして使いやすい4色のカラーリングをご紹介
します。

312823312822

リバティプリント・アイロンアップリケ〈アンブレラ〉　￥1,404/ 袋
約88×82mm・3枚入

〈ブルー〉460331

〈ピンク〉460330

春のリバティプリント2017ご予約受付中

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。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）
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旬の素材でハンドメイド
〜おすすめニットコレクション〜

初夏に向けて、手あみ初心者にもおすすめな

ニットアイテムを取りそろえました。

質感や太さが異なる個性的なコットン糸でつくる

アイテムのほか、紙のテープヤーンが初登場。

道具を使わず、テープを組んで編むだけで

バッグやかごがつくれる新手法を、ぜひお楽しみください。

2月25日、3月10日発売

色番

色番

ソフトコットン6fils

マーブルコットン

極々太タイプの柔らかな甘撚りのコットン糸は、
かぎ針でも棒針でも編みやすく初心者にもおすす
め。定番色が４色。

上品な光沢とカシミアのような風合いを併せ持つ、
かすり染め糸。変化のある編み上がりが魅力。

01

01

03

05 07NEW

0302

02

04

04

3色：¥810/玉　生成のみ：¥735/玉　
50g/50m　［綿100%］
日本製　3月10日発売

¥1,080/玉　40g/152m
［綿100%（マスターシード）］
日本製　2月25日発売	

NEW

4　メランジ調の複雑な色合いをシンプルなデザインで楽しみます。

5　チェーンにガラスビーズとメタルパーツを通すだけで完成します。

6　繊細な色の変化が美しい糸で、パイナップル編みにチャレンジ。直径約80㎝。

1　細編みだけでできあがる、２色づかいがおしゃれなバッグ。かぎ針編みに

初挑戦する方にもぴったりです。

2　		極々太タイプの手編み糸なので、憧れのアラン模様が春夏でも楽しめます。

ワンショルダーでスタイリッシュに。

3　立体感のある模様をかぎ針で編み上げるバッグ。デニムなどカジュアル派

の定番スタイルによく似合います。

3/10発売

2/25発売 2/25発売

1

2

3

4

5

6
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はじめてのカギ針編み 3月10日発売

やってみたいペーパーブレード

8、9　四つだたみ編みの技法をマスターするだけで完成するバッグ。本革の持ち手をつけました。7　２色のペーパーブレードプチで仕上がる、小さなバスケット。

1
2
3
4
5
6

6filsトートバッグ　Z 各¥4,158 （ソフトコットン6fils1色：4コ　1色：1コ　RP：403713）　約20×18㎝
6filsショルダーバッグ　Z ¥3,780 （ソフトコットン6fils：5コ　RP：403711）　約30×30㎝
6filsクロッシェバッグ　Z ¥5,778 （ソフトコットン6fils：7コ　RP：403712）　約30×36㎝
マーブルセーター　Z ¥7,668 （マーブルコットン：7コ　RP：403706）
リングビーズネックレス〈シルバー〉　Z ¥3,456　459823　約45㎝
パイナップルクロッシェ　Z ¥7,020 （マーブルコットン：6コ　IS：403707）　直径約80㎝

7
8

9

ブレ－ドミニバスケット　Z ¥1,620 （ペーパーブレードプチ2色：各1コ　RP：403705）　約7×8×7㎝　2コセット
ブレ－ドトートバッグL　Z 各¥6,448（ペーパーブレード：2コ　ペーパーブレードプチ：1コ　ヌメ革テープ10㎜幅：1.3m　RP：403703）　
約24×28×8㎝

ブレ－ドトートバッグM　Z 各¥3,996 （ペーパーブレード：1コ　ペーパーブレードプチ：1コ　ヌメ革テープ10㎜幅：1m　RP：403704）　
約16×21×6㎝

＊7、8、9デザイン：松田裕美

２色のペーパーブレードを使い、四つだたみ編みでつくるコースター。道具は不要です。

ブレ－ドコースター　Z ¥1,944　403686　2枚セット　＊デザイン：松田裕美

＊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。）

大好評！すぐにはじめられるスターターキットです。

手づくりをはじめよう

レッスンの２回目は、小さなバスケットづくり。わの作り目

と細編みの増減目を覚えましょう。

ミニバスケット　Z ¥2,160　403687　約6×12㎝　＊7/0号カギ針付き

▲1回目はクロッシェケース、3回目
はモチーフ編みに挑戦します。

2月25日発売
カギ針編みの基本テクニックを３ヶ月でマスターできます。

Let's try  Paper  Blade!

マットな質感と天然繊維ならではの柔らかな肌ざわりが特長のテープヤーンは、長時間
編んでも手が痛くなりません。

ペーパーブレード ¥2,160/個　50m

ペーパーブレードプチ ¥756/個　15m
［指定外繊維（紙）90% ポリエステル10%］　台湾製　2月25日発売

01 02 03 04 01 02 04

NE
W

NE
W

中央から編みはじめる。中心で二つ
折りにした縦糸Aを、横糸Bの中心
にかける。

1

Aを手前に曲げ、Bの後ろを通して
輪をつくる。

2

Bを後ろに折り、Aの輪を通して、
Aのもう一方の糸端の後ろを通す。

3

Bを手前に折り、Aの糸端の前を通っ
て、Aの輪に通す。

4

中心の1コマ目のできあがり。上下
左右に糸を引きしめる。

5

1コマ目の右側に、新たな糸を1と
同様にかける。

6

1～5をくり返し、コースターの中
央の1列目ができあがり。

7

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。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP＝レシピ（無料ダウンロードできます）

〈コースターのつくり方〉

第3弾予告

第1弾発売中第2弾
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グレイッシュなブルーやグレー、紺色など、シックなカラーリングでお届けするのは、

ジャカードやレース、ビエラなど様々な質感のファブリック。

大人服だからこそこだわった上質さ着心地、

シーンを選ばないベーシックなスタイルをお試しください。

2月25日、3月10日発売

1　上品な光沢を持つジャカードタフタでつくるふんわりスカート。

■モードコレクション ･
アラベスクジャカード
¥6,912/m　約116cm 幅

［ 綿61% ポリエステル36% レーヨン3% ］
日本製　2 月25 日発売

312660 312659

適度なハリのあるタフタ地に、ジャカードで
アラベスク模様をランダムに織り出しました。

2　リネンビエラのスカンツは、シーズンレスで重宝する１枚に。

■リネンビエラ
¥4,860/m　110 〜112cm 幅

［ 麻100%（リネン ）］
日本製　2 月25 日発売

312662

312663 312664

312661

リネンで織り上げたビエラは、ソフトな風合いと
軽さが魅力。大人のカジュアルウエアに。

 ¥1,080　700147　Z ¥10,368 （モードコレクション･アラベスクジャカード：1.5m）

¥1,080　700174　Z ¥9,720 （リネンビエラ：2m）

 ¥1,080　700157　Z ¥7,614 （モードコレクション･フラワー：2.9m　貝ボタン13㎜：1コ）

 ¥7,020　312842　＊ジャカード生地 ･ゴムベルト･ 説明書入

旬の素材でハンドメイド
〜大人色でソーイング〜

2

1

000000 は商品コードです。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

2/25発売 2/25発売
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■モードコレクション ･
アラベスクジャカード
¥6,912/m　約116cm 幅

［ 綿61% ポリエステル36% レーヨン3% ］
日本製　2 月25 日発売

適度なハリのあるタフタ地に、ジャカードで
アラベスク模様をランダムに織り出しました。

¥4,860/m　110 〜112cm 幅
［ 麻100%（リネン ）］

日本製　2 月25 日発売

リネンで織り上げたビエラは、ソフトな風合いと
軽さが魅力。大人のカジュアルウエアに。

1
2
3
4

タックギャザースカート　H ¥1,080　700147　Z ¥10,368 （モードコレクション･アラベスクジャカード：1.5m）

スカンツ　H ¥1,080　700174　Z ¥9,720 （リネンビエラ：2m）

ロールカラーワンピース　H ¥1,080　700157　Z ¥7,614 （モードコレクション･フラワー：2.9m　貝ボタン13㎜：1コ）

ジャカードレイシー・スカート　Z ¥7,020　312842　＊ジャカード生地 ･ゴムベルト･ 説明書入

5
6
7、8

タックトートバッグL　Z ¥3,737　353915　約30 ×45 ×13㎝

リリートップダウンセーター　Z ¥6,210 （コットンリリー：7コ　IS：403708）

パネルスカート　Z 各 ¥7,452 （モードコレクション･ サークルジャカード：1コ　RP：701003）

■モードコレクション ･ サークルジャカード
¥7,344/ 個　約154cm 幅×0.8m

［ 綿100% ］　日本製　3 月10 日発売

312670 312671

水紋のようなサークル柄を織り出したジャカード。
織り模様を生かしたスカートにおすすめです。

■モードコレクション ･ フラワー 
¥2,592/m　約106 〜108cm

［ 綿100% ］　日本製　3 月10 日発売

312672 312673 312674

ラフに描いたブーケを散らした、すっきりした全面柄。
適度な厚みがあるのできれいなシルエットが楽しめます。

3　ロールカラーワンピース

ブーケ柄のドレスは、首のラインがきれ

いに見えるロールカラーがポイント。こ

の春のトレンド、 深みのある紺 色でつ

くります。

4  ジャカードレイシー・スカート

8  パネルスカート

7  パネルスカート

5  タックトートバッグ L

6  リリートップダウンセーター

リリアン機で編み上げた細番手
の糸。ナチュラルな色合いと軽
やかな風合いが魅力。 様々な
編み地にお使いいただけます。

コットンリリー
¥810/ 玉　40g/145m　［ 綿70% 麻30%（リネン･ラミー）］　
日本製　2 月25 日発売

14 0115 13 1607 08 10色番

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。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

Coordination with Season's  material

2/25発売

3/10発売

3/10発売

3/10発売

2/25発売

3/10発売
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1　ラベンダーやミント、カモミールなど、爽やかな香りのハーブをステッチしたクロス。様々な使い方を楽しんで。

2　憧れのラベンダーのある暮らしをクロスステッチで表現します。 3　ラベンダーとハーブを簡単ステッチ。ブックマーカーはお花のチャームです。

憧れの
ラベンダー
ガーデン
清 し々い香りと美しい花色で人気のラベンダーを

主役にした、刺しゅうアイテムのご紹介。

北国のラベンダーガーデンを旅するように、

クロスやフレームづくりを楽しみましょう。

ガーデニング好きな方へのギフトにも。

3月10日発売

2

1



12

3　ラベンダーとハーブを簡単ステッチ。ブックマーカーはお花のチャームです。

6　ラベンダー刺しゅうを施したカバーでティッシュ BOX を模様替え。

4　口が四角に大きく開く便利なポーチ。両側面に同じ図柄をステッチして。

5　どこまでも続く広大なラベンダー畑を刺しゅうで描くフレーム。

1
2
3
4
5
6

モチーフクロス〈ラベンダー〉　Z ¥6,912　353962　約120 ×90㎝

クロスステッチフレーム〈ラベンダー〉　Z ¥3,888　353964　約14 ×29㎝

ブックカバー〈ラベンダー〉　Z ¥3,240　353967　約16 ×12㎝　＊本体半縫製済

バニティポーチ〈ラベンダー〉　Z ¥3,456　353966　約10 ×15 ×10㎝

フレーム〈ラベンダーの丘〉　Z ¥3,456　353963　約18 ×18㎝

ティッシュカバー〈ラベンダー〉　Z ¥3,456　353965　約12.5 ×25 ×6.5㎝　＊箱の高さ：5.2〜6㎝対応

7
8
9
10

こぎん刺しのバッグ　Z ¥4,752　353950　約26 ×25 ×3㎝

こぎん刺しのポーチ　Z ¥3,456　353953　約13.5 ×22 ×3㎝

こぎん刺しのティッシュケース　Z ¥2,592　353952　約9 ×13㎝

こぎん刺しのミニケース　Z ¥3,240　353951　約16 ×10㎝

＊1、3〜6 イラスト：髙野紀子　2 イラスト：平野明子

7　色とりどりのこぎん刺しと無地の切り替えがモダンなバッグ。

8　5 色の模様が美しい、バッグの中が華やぐパープルのポーチ。

9　ふた付きティッシュケースの全面に、こぎん刺しを施しました。

10　両面にこぎん刺しをあしらったケースは、モバイル入れにも。

モダンに
楽しむ
こぎん刺し

伝統とモダンの調和が魅力の

「こぎん刺し」。伝統柄をアレン

ジした模様をカラフルな配色で

楽しみましょう。日々の暮らしの

中でお使いいただける小物を揃

えました。

2月25日発売

4

5

6

7

8

9

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。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）
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1　赤ちゃんのお着替えがラクにできる裾広がりのベストは、室内外の気温差がある季節の必需品。

2　３種類の模様をパッチワーク風に配置して編み上げるブランケット。縁編みのブルーがアクセント。

Hello My Baby
肌に優しいオーガニックコットンを使った、

愛情たっぷりなベビーグッズを揃えました。

手仕事の温もりを感じる、

世界で一つのスペシャルな贈り物です。

2月25日発売

3　刺しゅうした布を縫製済みの本体にアップリケ。お名前を入れることができます。 5　お名前やお誕生日が入るフレームは、ギフトにも最適。

4　本体は縫製済み。肌ざわりの良さが魅力のスタイ。

1
2
3

ベビーフレアーベスト　Z ¥2,052 （オーガニックシェイプ：2コ　キザミボタン11.5㎜：2コ　RP：403710）

オーガニックブランケット　Z ¥6,156 （オーガニックシェイプ1 色：6コ 　1 色：1コ　RP：403709）　約85 ×78㎝

ベビーケット〈トレイン〉　Z ¥7,344　353554　約75 ×60㎝　＊発売中　＊本体縫製済

4
5

ベビースタイ〈トレイン〉　Z ¥3,240　353555　約30 ×22㎝　＊発売中　＊本体縫製済

メモリアルフレーム〈トレイン〉　Z ¥4,104　353556　約17 ×29㎝　＊発売中

＊3、4、5 イラスト：平野明子

オーガニックシェイプ
¥864/ 玉　40g/190m　［ 綿100%（ オーガニックコット
ン ）］　日本製　発売中

100% オーガニックコットンの手編み糸。撚り方を工夫して、
シャリ感とソフトな肌ざわりを持つ糸に仕上げました。

01 0815 1703 0416 09 11 18 12

　

13 14色番

 ¥3,888　353570　約18 ×18㎝

 ¥2,376　353569　高さ約20㎝

1

3

4

5

2

000000 は商品コードです。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP ＝レシピ（無料ダウンロードできます）

】
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SHOP INFORMATION

SHOP LIST

【東北】

盛岡川徳店　019-622-6155

仙台店　022-262-4550

【関東】

柏髙島屋店　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

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】

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

神戸トアロード店

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

そごう大宮店　048-783-3078

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

西武池袋本店　03-6912-7319

アトレ吉祥寺店　0422-22-2098

伊勢丹立川店　042-525-2671
＊ 2017 年1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

1　クロスステッチのカーネーショ

ンにお母さまのイニシャルを添え

て完成。

2　布でつくったカーネーションと

ピックを土台に挿してラッピング。

クロスステッチフレーム〈カーネーション〉
Z ¥3,888　353570 約18×18㎝

＊デザイン：内堀久美子

カーネーション〈アレンジ〉
Z ¥2,376　353569　高さ約20㎝

1

2

母の日は、カーネーションをモチーフにしたハンドメイドでお祝いを。

THANKS M0M! 3月10日発売

452078

452080

454438

452081

452073

452081458916

454438

459945

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。掲載の商品情報は変更が生じる場合がございます。Z＝材料セット価格　H＝HOW TO MAKE（型紙）　  IS＝つくり方シート　RP＝レシピ（無料ダウンロードできます）

1 香水瓶 460350 Z ¥864　＊2/25発売

2 亀甲花刺し 459700 Z ¥972　＊発売中

4 変わり麻の葉Ⅱ 458914 Z ¥756　＊発売中

3 ローズ 459213 Z ¥864　＊発売中

5 カーネーション 459006 Z ¥864　＊発売中

季節の刺し子
新発売の香水瓶、2色使いのローズやカー

ネーションなどの絵柄のほか、段染め糸が

効果的な亀甲花刺し、シンプルな変わり麻

の葉などの伝統柄も充実。ご紹介するデザ

インのほか、ショップには様々なデザイン

の刺し子と糸がそろっています。ぜひお立

ち寄りください。

＊できあがりサイズ：約32×37㎝　

＊1、3、5イラスト：がなはようこ

オープンしました！

♦特典あり！
　「はじめてのカギ針編み」
　体験レッスン開催中
2月～4月に発売する「はじめて
のカギ針編み」シリーズのキット
を使った体験レッスンに3回ご参
加いただくと、各店で開催してい
る手編みレッスンに1回無料でご
参加頂けるチケットをプレゼント
いたします。レッスン日など詳細
は各店まで。

【 EVENT】 ♦通園通学手づくり応援フェア
　開催中～3月31日（金）
お子様の通園通学のご準備に必要なファブリックや材料キット、アップ
リケワッペンなど、かわいいアイデアがいっぱいのアイテムを揃えていま
す。手づくりのご相談はもちろん、バッグなど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。

【オリジナルミシンご購入でミシン糸プレゼント!】
3月31日（金）まで、ホビーラホビーレのミシン
をお買い上げの方に、〈ミシン糸〉または〈ロッ
ク糸〉をプレゼントいたします。

【つくり方シート〈レシピ〉プレゼント! 】
2月28日（火）までの期間限定で、レッ
スンバッグなど対象アイテムの用尺分の
生地をお買い上げの方に、つくり方シー
ト〈レシピ〉をプレゼントいたします。

▲神戸トアロード店専用の
メルマガ登録は、こちらか
らできます。

▲1回目のクロッシェケース

▲オリジナルミシンⅡ  ￥41,040

▲ロックミシンⅡ  ￥34,560

▲レッスンバッグ
　〈底側別布〉

ランチセット
〈トート型〉▶

▲持ち手付きんちゃく袋
　〈基本型〉

【NEWS】

♦ホビーラホビーレ神戸トアロード店
　オープンしました！
2月10日（金）、神戸・元町駅南側、歩いてすぐの〈トアロード〉
に路面店がオープンしました。ワクワクがぎゅっと詰まった小さ
いながらも楽しいお店です。2階のワークテーブルでは手編み
や刺しゅうなどのレッスンもスタートします。皆さまのご来店をス
タッフ一同お待ちしております。

住所：〒650-0021兵庫県神戸市中央区三宮町3丁目8番14-1号
営業時間：10:00～19：00

♦つくり方シート〈レシピ〉が
　無料ダウンロードできるようになりました!
いろいろなアイテムのつくり方シート〈レシピ〉を、店頭にて
¥108で販売しております。ホビーラホビーレホームページ
では無料ダウンロードサービスも行っ
ておりますので、ぜひご利用ください。
詳しくはホームぺージでご案内してお
ります。

ホームページはこちらから▶



ステッチクロス〈パフューム〉　Z ¥3,888　353945　約47×47㎝
クロスステッチフレーム〈パフューム〉　Z ¥4,536　353946　約13×50㎝
クロスステッチのくちがねポーチ　Z ¥3,888 353949　約10×16×6㎝

アップリケフレーム〈パフューム〉　Z ¥3,672 353947　約18×18㎝

トートバッグ〈パフューム〉　Z ¥4,644　353948　約20×31×12㎝　＊本体半縫製済
＊1～5イラスト：がなはようこ

1
2
3
4
5

次回『MONTHLY PRESS 3月号 vol.75』は3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2 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 2017 年1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。
●つくり方シート〈レシピ〉は無料ダウンロードできます。詳しくはホームページをご覧ください。●完成品オーダーを承っています。各ショップに
お問い合わせください。●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。●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。

MONTHLY PRESS  vol.74 2017 年 2 月10日発行  発行人／岸川健介  ©HOBBYRA HOBBYRE CO.2017  発行／株式会社ホビーラホビーレ  TEL 0570-037-030（代）

マイ・パフューム・
コレクション

香りが暮らしに深く浸透している欧米では、

季節ごとに香りを使い分けるとか。

かわいい香水瓶とフローラルの香りを

ハンドメイドでコレクション。

刺しゅうとアップリケで仕上げる小物がそろいました。

2月25日発売

3　クロスステッチ布とリバティプリントを組み合わせた口金ポーチ。

1　香水瓶と香料となる植物の色印刷を、ラインステッチとビーズのトッピングで仕上げるクロス。

2　香り植物とボトルやアトマイザーをクロスステッチで彩り豊かに表現しました。

4　9種のリバティプリントで香水瓶をアップリケ&ステッチ。 5　口布がリバティプリントの本体に香水瓶の刺しゅうをプラス。

大好評！すぐにはじめられるスターターキットです。

手づくりをはじめよう

ふた部分にカラフルな香水

瓶をクロスステッチしたティッ

シュケースをつくります。

クロスステッチティッシュケース
〈パフューム〉　Z ¥1,944 353954

約9×12㎝　＊本体半縫製済

＊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。）

My  perfume collection

■刺しゅうワッペン〈香水瓶〉
￥1,404/袋　3枚入

460321
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