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夏を先どり！ 爽やかリバティプリント／ソーイングをはじめよう／季節の刺し子／刺し子のある暮らし
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1　フラワーリリヤンボビンでつくったあじさいのお花のリースに、スパンコールを飾りました。

2　折り紙の手法でつくった花とオーガンジーで、あじさいを立体的に表現したタペストリー。

あじさいの咲く庭
四季折々の自然とともに暮らす日本人は、雨の季節の情緒も様々に楽しみます。

幻想的なあじさいの庭を巡るような、初夏のハンドメイドをご提案。

グラデーションの色印刷やクロスステッチをはじめ、

雨の日が待ち遠しくなるレイングッズでつくるアイテムもご紹介します。

4月10日発売

¥4,536　460347　直径約26㎝　＊フラワーリリヤンボビン別売

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

¥3,456　353973　約42 ×18㎝

 ¥3,672　353972　約47 ×47㎝

 ¥864　（刺し子457753　刺し子糸452081・454438：各1 カセ）　約32 ×37㎝　＊発売中

 ¥864　（刺し子458301　刺し子糸452079・457904：各1 カセ）　約32 ×37㎝　＊発売中
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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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7　アイロン接着できる、リバティプリントの傘形アップリケ。 8　雨の日が楽しくなるアイテムをクロスステッチで刺しました。 9　かわいいフェルトのアクセサリーで、雨の季節をハッ

ピーに。

6　品種の異なるあじさいをクロスステッチで繊細に表現しました。

3　優しい色彩のグラデーション印刷が効果的。刺しゅうとトッピングで華やかに。 4、5　あじさいがモチーフの刺し子は、どちらも２色の糸で刺しあげます。

1

2
3
4
5

フラワーリリヤンボビンリース〈アジサイ〉　Z ¥4,536　460347　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　大：約7.5㎝ 小：約4.5㎝　＊編み棒 ･とじ針付　＊発売中

ミニタペストリー〈あじさい〉　Z ¥3,456　353973　約42 ×18㎝

ステッチクロス〈あじさい〉　Z ¥3,672　353972　約47 ×47㎝

刺し子〈あじさいⅡ〉　Z ¥864　（刺し子457753　刺し子糸452081・454438：各1 カセ）　約32 ×37㎝　＊発売中

刺し子〈あじさい刺し〉　Z ¥864　（刺し子458301　刺し子糸452079・457904：各1 カセ）　約32 ×37㎝　＊発売中

6
7
8
9

クロスステッチフレーム〈あじさい〉　Z ¥4,536　353974　約13 ×50㎝

リバティプリント・アイロンアップリケ〈アンブレラ〉　各 ¥1,404　〈ピンク〉460330　〈ブルー〉460331　約88 ×82㎜　 3 枚入

クロスステッチフレーム〈雨の日〉　Z ¥3,672　353975　約18 ×18㎝

アクセサリー〈雨の日〉　Z ¥3,672　353976　長さ約62㎝

＊　2、8、9 イラスト：平野明子　3 イラスト：髙野紀子　4 イラスト：がなはようこ
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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）
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1　透け感のあるレースのペプラムブラウスは、カジュ

アルにもおしゃれ着にも活躍。

2、3　ナチュラルな質感のレースのブラウスは夏の

定番。きれいなボートネックです。

4　ジュエリーのようなパヴェボールやクリアビーズ

を使ったネックレス。シック& スタイリッシュに。

5　大きめのビジューとコットンパールの組み合わせ。

シンプルな装いのアクセントに。

上質を楽しむ
初夏の装い

 ¥1,080　700106　Z ¥9,278 （綿麻レース：1.7m　貝ボタン13㎜：1コ）

¥1,080　700170　Z ¥9,332 （綿麻ワッシャーレース〈ホワイト〉：1.8m）

 ¥1,080　700170　Z ¥10,109 （綿麻ワッシャーレース〈ベージュ）〉：1.8m）

 ¥3,132　460086　約45㎝　＊発売中

 ¥3,996　459967　約48㎝　＊発売中

¥1,080　700144　Z ¥7,560 （モードコレクション･ 綿サテンプリント〈フラワー〉：2.5m）

初夏のワードローブは、

清涼感のある洗練された素材選びがポイント。

透け感の異なるレース、光沢のあるコットンサテンなど、

様々なテクスチャーの素材をそろえ、

大人のためのシンプルシックなスタイルをご提案します。

3月20日、4月10日発売

■綿麻レース
¥5,400/m　約105cm 幅（レース有効幅：約95cm）　

［ 土台布：綿89% 麻11% 刺しゅう糸：綿100% ］　
日本製　4 月10 日発売

幾何学的な刺しゅうを施した綿麻ローンのレース地はトップス向け。
上品な透け感と機能性を兼ね備えた素材です。

312779

■綿麻ワッシャーレース
¥5,616/m　約94cm 幅（レース有効幅：約85cm ）　

［ 土台布：綿89% 麻11% 刺しゅう糸：レーヨン ･ 他 ］　
日本製　4 月10 日発売

綿麻ローンに色糸で花模様を刺しゅうしたレースに、ワッシャー加
工を施しました。ナチュラルな色と風合いが魅力。

312781

■綿麻ワッシャーレース
¥5,184/m　約95cm 幅（レース有効幅：約90cm ）　

［ 土台布：綿89% 麻11% 刺しゅう糸：レーヨン ･ 他 ］　
日本製　4 月10 日発売

抽象柄を刺しゅうした綿麻ローンのレースに、ワッシャー加工を施
しました。素材感をシンプルに生かすのがおすすめ。

312780

4/10発売
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6　花柄サテンで仕立てた、袖つけ不要のフレンチスリーブのドレス。 7　爽やかなカラーリングが印象的なダンガリープリントのワンピース。

8　素足に似合うバンダナプリントのセミタイトスカート。 9　 小さくたためる、一枚仕立ての三角バッグ。大小2 コセット。

10　 バンダナ柄3 パネル分でつくる、簡単ギャザースカート。 11　透け感のある濃紺のプリントドレスは、初夏の上品スタイル。

1
2
3
4
5
6

ランニングペプラム　H ¥1,080　700106　Z ¥9,278 （綿麻レース：1.7m　貝ボタン13㎜：1コ）

ボートネックブラウスⅡ〈半袖〉　H ¥1,080　700170　Z ¥9,332 （綿麻ワッシャーレース〈ホワイト〉：1.8m）

ボートネックブラウスⅡ〈半袖〉　H ¥1,080　700170　Z ¥10,109 （綿麻ワッシャーレース〈ベージュ）〉：1.8m）

トップパヴェネックレス　Z ¥3,132　460086　約45㎝　＊発売中

ポイントビジューネックレス　Z ¥3,996　459967　約48㎝　＊発売中

フレンチギャザードレス　H ¥1,080　700144　Z ¥7,560 （モードコレクション･ 綿サテンプリント〈フラワー〉：2.5m）

7
8
9
10
11

ノースリーブワンピース〈ボートネック･ショート丈〉　H ¥1,080　700139　Z ¥5,897 （先染めダンガリープリント：2.1m）

セミタイトスカート〈応用 ･75㎝丈〉　H ¥1,080　700131　Z ¥4,774 （プリペラプリント・バンダナ：1.7m）　＊ウエストベルト横地 ･ 裏スカートなし

三角バッグL･S　Z ¥4,040　353923　L：約25 ×49 ×12㎝　S：約18 ×39 ×12㎝　＊2コセット

パネルスカート　Z ¥5,292 （ローンプリント〈バンダナ〉：3 パネル　RP：701004）

フレンチギャザードレス　H ¥1,080　700144　Z ¥7,560 （シアジャカード〈フラワー〉：2.5m）

■モードコレクション ･ 綿サテンプリント〈フラワー〉
¥3,024/m　約110 〜112cm 幅　［ 綿100% ］
日本製　3 月20 日発売

312766 312767 312768

上品な光沢が特長のコットンサテンに伸びやかな筆致の花柄を
プリント。初夏のおしゃれ着におすすめの素材です。

■先染めダンガリープリント
¥2,808/m　約108cm 幅　［ 綿100% ］
日本製　3 月20 日発売 

312761 312762

ラフなタッチの花柄をプリントした、モード感のあるダンガリー。
注目のデニムカラーを２配色ご用意しました。

■プリペラプリント・バンダナ
¥2,808/m　約108cm 幅　［ 綿85% 麻15% ］
日本製　3 月20 日発売

312763 312764 312765

立体感のあるナチュラルな風合いが特徴のプリペラ地に、
バンダナ模様をプリント。ほどよいハリとしなやかさを持つ素材。

■ローンプリント・バンダナ
¥1,728/ パネル　1 パネル約63cm　約108cm 幅

［ 綿55% レーヨン45% ］日本製　4 月10 日発売 

312777 312778

レーヨン混のローン地に、布幅いっぱいにパネル柄をプリント。
柄を生かしたスカートやチュニックにおすすめ。

■シアジャカード
¥3,024/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］
日本製　4 月10 日発売 

312782 312783 312784

透け感のある花柄のジャカード地に、単色のフラワープリントを
重ねた凝った素材。初夏のおしゃれアイテムに。

4/10発売

3/20発売

3/20発売

3/20発売

3/20発売

4/10発売
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今すぐ使いたい！おでかけニット
外出や旅行に大活躍するのが、軽いバッグやシワを気にせずに持ち歩けるニットアイテム。

さらりとした風合いの夏糸を使った、かぎ針編みの小物やウエアをご紹介。初心者にもつくりやすいデザインです。

3月20日、4月10日発売

1、2　引き揃え用のスパンコールヤーンのキラキラ感がおしゃれ。2サイズとも細編みだけで完成するサマーバッグです。
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6　四角い２枚の編み地でつくるチュニック。ブラウジングしても着られる2wayタイプです。

4　初夏の装いが華やぐ、長辺の片側にスカラップの縁飾りをつけたストール。

5　入れ口の巾着と三角飾りをクロス風に編みつけたバスケット。花モチーフで愛らしく。

ファインリネン

クロッシュコットン

¥951/玉　40g/160m　［麻100%（リネン）］　日本製　発売中

¥411/玉　25g/200m　［綿100%］　日本製　発売中

欧州産のリネンだけを原料にした中細タイプの糸。シルクのような光沢とさらりとした肌ざわりが魅力。

毛羽立ちの少ないコーマ糸を原料にした強撚タイプの糸。太さは日本製レース糸40番と同じ。

01

08 06 07050403

29 30 31 32 33 24 34 36 06 20 07 08 27 37 38 39 10 28 13 14
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色番

色番

3　折りたたむことができる帽子は、旅先でも活躍。コーディネートしやすいネイビーで。

コットンソレイユ
¥810/玉　30g/90m　［綿54% ナイロン46%］　日本製　発売中

上質な綿のリリヤーンの中に、ふくらみのあるナイロン芯を入れた、伸縮性のあるソフトな風合いの糸。

01 05 060302色番

7　プライムレースの新色で編む人気のカーディガン。裾と袖口に入れた模様編みがアクセント。

プライムレース20
¥1,188/玉　50g/230m　［綿100%（スーピマコットン）］　日本製　発売中

上質なスーピマコットンが原料の20番のレース糸。シルケット加工の美しい光沢と風合いが持ち味。

01 06 0705040302色番

1
2
3
4

グランデトワールバッグM　Z ¥7,020 （ラフィスグラン：6コ　プリュイデトワール：2コ　RP：403719）　約24×41㎝
グランデトワールバッグS　Z 各¥2,700 （ラフィスグラン：2コ　プリュイデトワール：1コ　RP：403720）　約14×23㎝
ソレイユクロッシェハット　Z ¥3,348 （コットンソレイユ：4コ　RP：403716）
クロッシュストール　Z ¥2,571 （クロッシュコットン：6コ　RP：403718）

5
6
7

クロッシェフラワーバスケット　Z ¥6,480 403691　約22×26×13㎝

リネンチュニック　Z ¥7,712 （ファインリネン：8コ　RP：403717）
プライムカーディガン　Z ¥8,424 （プライムレース20：6コ　キザミボタン11.5㎜：7コ IS：403341）

プリュイデトワール ラフィスグラン
¥864/玉　10g/130m　［ポリエステル100%］　トルコ製　発売中 ¥864/玉　40g/62m　［指定外繊維（和紙）100%］　日本製　3月20日発売

引き揃え用のスパンコールヤーン。季節を問わず、様々な糸と一緒にお楽しみください。 マニラ麻を原料とした極太タイプの夏糸。軽くてほどよいハリがあり、小物づくりに最適です。

色番 01 0605040302色番01 02 03 04
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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）
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1
2

Dogポーチ　Z ¥3,024　403689　約20×7㎝
クロスステッチフレーム〈Dog〉　Z ¥4,536　353969　約13×50㎝

3
4

トートバッグ〈Dog〉　Z ¥4,320　353971　約20×30×12㎝　＊本体半縫製済
Dogボトルホルダー　Z ¥3,240 403690　2コセット

わんこ大集
家族の一員として、ねこと人気を二分する犬が

毎日のお散歩におすすめのアイテムからイ

たくさんの犬たちが登場します。ぜひお楽

3月20日発売
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5
6

ウォールポケット〈Dog〉　Z ¥4,320 353970　約35×30㎝

ステッチクロス〈Dog〉　Z ¥4,320　353968　約55×47㎝
＊2イラスト：がなはようこ　3、5、6イラスト：富丘珠子

こ大集合！
こと人気を二分する犬がテーマのハンドメイド。

おすすめのアイテムからインテリア小物まで、

ちが登場します。ぜひお楽しみください。

3月20日発売

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。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　ヨット模様の新柄でつくる裾カーブのカジュアルブラウス。デニムスタイルにもぴったり。

2　1の色違いでつくる、白地のサマーワンピース。さりげないペアスタイルを楽しめます。

夏を先どり！
さわやか
リバティプリント

強い陽射しに夏の訪れを感じたら、爽やかな配色や

スパイシーな色づけのリバティプリントで装いも夏モードに。

一枚でスタイリングが決まるサマードレスのほか、

透け感のあるブラウスなどおすすめのデザインでご紹介します。

5　フレアギャザードレス

初夏はダークな色合いのフラ

ワープリントが大活躍する季節。

シンプルなデザインが、ドレスス

タイルを生き生きと見せてくれま

す。

4　ドルマンブラウスⅡ

3　サンデーバッグⅡ

クロッシュストール

（P06でご紹介）

4月10日発売

2
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7

1
2

3
4
5
6

ヨーク切替ブラウス〈裾カーブ･半袖〉　H ¥1,080　700151 Z ¥4,342 （リバティプリント･タナローン：1.3m　貝ボタン11.5㎜：2コ）
こどものランニングワンピース〈ウエスト切替･ギャザー見返し〉　H ¥1,080　700107 Z ¥3,338 （リバティプリント･タナローン：1m　貝
ボタン13㎜：1コ）

サンデーバッグⅡ　Z ¥4,234　353924　約24×40㎝
ドルマンブラウスⅡ　H ¥1,080　700159 Z ¥4,958 （リバティプリント･タナローン：1.5m　貝ボタン13㎜：1コ）
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）
切替プルオーバー〈半袖〉　H ¥1,080　700172 Z ¥4,428 （リバティプリント･タナローン：0.7m　スムース・カットクロス：1コ）

7
8
9
10
11
12
13

キルトバッグ〈フラワー〉　Z ¥7,560　353981　約25×40×15㎝
フレアギャザードレス〈横地ボーダー〉　H ¥1,080　700138 Z ¥9,332 （リバティプリント･タナローン：2.7m）
コットンパールロンデルネックレス　Z ¥2,808　459821　約45㎝　＊発売中
ドルマンギャザーブラウス〈脇スリット〉　H ¥1,080　700154 Z ¥6,480 （リバティプリント･タナローン：2m）
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）
ラウンドタックワンピース〈ノースリーブ〉　H ¥1,080　700140 Z ¥7,226 （リバティプリント･タナローン：2.2m　貝ボタン13㎜：1コ）
ドルマンブラウスⅡ　H ¥1,080　700159 Z ¥4,958 （リバティプリント･タナローン：1.5m　貝ボタン13㎜：1コ）

6　大胆な柄を前身頃だけに使った、夏におすすめのプルオーバー。 8　3柄を組み合わせたボーダー柄が印象的な大人色の洗練ドレス。

9　大粒のコットンパールとロンデルでつくる涼しげなネックレス。

7　銀糸のキルトとビーズのトッピングが華やかな夏のバッグ。

13　ドルマンブラウスⅡ

南国の植物をモチーフにした鮮

やかな色合いのブラウス。素足

にスニーカーを組み合わせた、

タウンリゾートスタイルがおしゃれ。

10　ドルマンギャザーブラウス

11　イージースカート

12　ラウンドタックワンピース

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）
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1　アイレットレースの花柄ブラウスは、夏の爽やかアイテム。 2　ギャザーを寄せたスモックブラウスは、程良い透け感でフェミニンな印象に。

■リバティプリント･アイレットレース ■リバティプリント･サークルカットドビー	
¥3,780/m　約132〜134cm幅（レース有効幅：約124cm）　［綿100%］　日本製　3月20日発売	 ¥3,564/m　約106〜108cm幅　［綿100%］　日本製　4月10日発売	

312772 312773312771 312831 312832312830

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。

ローラ・ワイゼルバーグ
ほど良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。

フォーリング･スザンナ

3/20発売 4/10発売

1

2　　

1
2

ドルマンブラウスⅡ　H	¥1,080　700159　Z	¥5,768	（リバティプリント･アイレットレース：1.5m　貝ボタン13㎜：1コ）
スモックブラウス〈七分袖〉　H	¥1,080　700171　Z	¥6,772	（リバティプリント･サークルカットドビー：1.9m）

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。

312797 312798312794 312795 312796

■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の
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
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1
2
3

ソーイングバスケット　各¥6,264　〈アイボリー〉502746　〈ピンク〉502747　〈ネイビー〉502748　 約28.7×16.7×18.5㎝（ハンドル含まず）
ソーイングセット　各¥5,724　〈メルスリー〉507001　〈バレエニーナ〉507000　ケース:約15×22×5.6cm　
ソーイングセット・ミニ　各¥2,592　〈メルスリー〉507004　〈バレエニーナ〉507003　ケース:約9×12.7×4.3cm

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）

ホビーラホビーレオリジナル

ソーイングボックス
発売中

メルスリー柄のバスケットと、必要な裁縫用具をコンパクトに揃えたソーイングセットが新発売。
普段使いはもちろん、ハンドメイドを楽しむ方へのギフトとしてもおすすめです。

リバティプリントのビスポーク柄〈メルスリー〉を使用した、
使いごこちの良いキュートなソーイングバスケットです。

ソーイングバスケット

裁縫用具が揃った、便利なソーイングセットは〈メルスリー〉と
〈バレリーナ〉の2種類。用具にもイラストが入っています。

ソーイングセット

〈ソーイングセット〉

セット内容：洋裁ばさみ、糸切りば

さみ、メジャー、針、ピンクッション、

チョークペンシル、ひも通し、糸

〈ソーイングセット・ミニ〉

セット内容：はさみ、メジャー、針、ピン

クッション、チョークペンシル、糸

マグネットボタンで簡単に開閉できます。

小物の収納に便利なトレイ付き。

ing  Basket

Sewing Set

〈アイボリー〉 〈ピンク〉

〈ネイビー〉
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458065

454795

460114

452073

452073452080

459711

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

繊 細 なレ ー ス糸で 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。

プライムレースドイリー
Z ¥1,944　403352

M:約18㎝　S：約13㎝

＊2/0 号カギ針付き

3月20日発売

はじめてのカギ針編み 4月10日発売

レッスンの３回目は長編みと中長編みを使ったモチー

フ編み。大小２枚を編みましょう。

クロッシェドイリー　Z ¥2,160　403692　M：約17㎝、S：約11.5㎝　＊5/0 号カギ針付き

▲１回目はクロッシェケース、２回
目はバスケットにチャレンジ。

かぎ針編みの基本テクニックを３ヶ月でマスターできます。

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）

季節の刺し子
いろいろな犬を３色で刺し分ける新柄の

「いぬ」のほか、「変わり花文」「八角井桁」

などの伝統柄をご紹介。写真の色のほか、

刺し子糸の色をお好きな色にアレンジして

お楽しみいただけます。

＊できあがりサイズ：約32 ×37㎝　

＊1 イラスト：平野明子

1 いぬ　460351　Z ¥1,080　＊3/20 発売

3 八角井桁　459211　Z ¥648　＊発売中

5 寄せ模様Ⅲ　459605　Z ¥648　＊発売中

2 変わり花文　460352　Z ¥756　＊4/10 発売

4 かさね亀甲　459212　Z ¥648　＊発売中

第3弾 第1弾発売中

第2弾発売中

ホビーラホビーレオンラインショップからのお知らせ
ホビーラホビーレオンラインショップには、 お客様に気持ち良くお買い物をしていただくための便利なコンテンツやサービスが盛りだくさん。  

新商品をはじめ、ホビーラホビーレ各店の店舗情報などもご覧いただけます。パソコンやスマートフォンから、24 時間いつでも遊びにきてください。

ウェアのオーダーメイドがオンラインショップでもご利 用いただけます1

ne
w!

これからも皆様に楽しんでいただける充実したサイトになるように頑張ります。
皆様のお越しをお待ちしております！

http://www.hobbyra-hobbyre.com

パソコン スマートフォン

オンラインショップ Twitter
フォロワー募集中

メルマガ
会員募集中

商 品のお届けが
便 利でお得になりました

ne
w!

3

いつでも新 商 品をチェックできます4

従来の宅配便に比べて送料が安く、お出かけ中でもポストに投函される便
利なメール便がご利用可能になりました。送料は全国一律200 円（税込）。
3,240 円（ 税込 ）以上のご注文で送料無料です。（メール便は商品や数
量によっては、ご利用いただけないこともございます。）宅急便も3,240 円

（ 税込 ）以上で全品送料無料になりました。

毎月10 日発行の月刊情報誌〈 マンスリープレス 〉や各種商品カタログを、
Web カタログでご覧いただけます。

ホビーラホビーレの実店舗で、すでにご好評いただいているウェアオーダー。オンラインショップでも、簡単に
素敵なお洋服をオーダーいただけます。オーダーをされるお客様の中には、ご自分のためだけではなく、大切
な人へのプレゼントにされる方や、ご家族のためにサイズ違いをオーダーされる方もいらっしゃいます。生地も
デザインも続々追加しています。季節や用途に合わせて、あなただけの一着をオーダーしてみませんか。

レシピ（ つくり方シート）の無 料ダウンロード※もはじめました

ne
w!

2
気になるレシピをすぐにダウンロード。つくり方を見ながら必要な材料をチェックできるから、お買い物もスムーズに。
※無料ダウンロードには、オンラインショップへの会員登録が必要です。

▲マーガレットブランケット

▲バイアスフラワーのヘアゴム

▲シンプルトートバッグ▲6filsショルダーバッグ▲きんちゃく袋セット▲キルティングのレッスンバッグ

＊ホビーラホビーレ各店で体験レッスンを行います。こちらのキットを使ったレッスンに3 回ご参加いただくと、手
編みレッスンに1 回無料でご参加いただけるチケットをプレゼントいたします。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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SHOP INFORMATION

＊ 2017 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

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）

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　090-5192-3983

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

ホビーラホビーレ神戸トアロード店 NEW OPEN!

店内レッスンのご案内

KOBE

♦予告! 4月10日（月）より
　リバティプリントのご予約開始

♦通園通学手づくり応援フェア
　開催中～3月31日（金）

♦予告!2017春夏オーダーフェア
　4月1日（土）～6月30日（金）

【 EVENT】【NEWS】

♦開催中!ダブルスタンプフェア
　3月10日（金）～31日（金）　
期間中、1,000円（税抜き）以上お買上げの方にダブルスタンプサービ
スいたします。お得なこの期間をぜひご利用ください。
＊一部行っていない店舗がございます。

次回の「マンスリープレス4月号」（4月10日より
店頭配布）にて、5月10日～7月10日に発売予
定の「2017年夏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4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。

この春夏、最新のオリジナル型紙が続々発売。お
好きなファブリックを選んで、あなただけの特別
なウエアをオーダーしてみませんか。期間中、素
敵な特典をご用意しております。詳しくは各ショッ
プおよびオンラインショップにて、4月1日よりご案
内いたします。どうぞお楽しみに!

◀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Ⅱ  ￥34,560

＊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。

【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。

神戸トアロード店のレッスンや
取扱商品についてのお問合せ先



クロスステッチフレーム〈伝統柄〉　Z ¥4,104　353978　約25×25㎝
刺し子のテーブルクロス　Z ¥5,184　353977　約90×90㎝

1
2

刺し子のコースター　Z ¥2,700　353980　直径約12㎝ 　6枚セット
刺し子のティッシュカバー　Z ¥3,024　353979　約12.5×25×6.5㎝　＊箱の高さ5.2～6㎝対応

3
4

次回『MONTHLY PRESS 4月号 vol.76』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（金）からになります。月3 10

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.75 2017 年 3 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）

刺し子のある暮らし

現代の暮らしにマッチしたモダンな刺し子シリーズが大好評です。

薄紅色の刺し子小物で、テーブルまわりも春の衣替え。

気軽なコーヒータイムが心のこもったひと時に生まれ変わります。

伝統柄をクロスステッチで仕上げる、新感覚のフレームもお楽しみください。

4月10日発売

1　刺し子の伝統柄をクロスステッチにアレンジ。初登場のアイテムです。

2　レースのテーブルクロス風に伝統柄を配置した、２色刺しの上品なクロス。使いやすい90㎝角サイズです。

3　側面とふた部分に幾何学的な刺し子柄を施したティッシュカバー。ビーズのトッピングをプラスしました。

4　3柄を２枚ずつに刺した円形コースター。センターに２色刺しを施して、周囲をバイアス布で仕立てます。

●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。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。  
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