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1　愛らしいいちご柄〈イザベル〉で縁取ったタペストリー。いちごをふんだんに使ったスイーツをアップリケ&ステッチします。

至福のいちごビュッフェ
いちごづくしのデザートビュッフェをテーマにした、幸せな気分を味わうハンドメイド。

パフェやケーキなど、いちごをデコレーションした魅惑のスイーツを

アップリケや刺しゅう、手編みなど、様々な手法で心ゆくまでご堪能ください。

1月25日発売

1
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1　美しいグラデーションが新鮮な手編み糸〈プランタン 〉1 玉でつくる、三角ストール。表編みと裏編みだけで編み上がります。

2　〈 コットンパルフェ〉のラグランセーターは、裾の模様編みがポイント。 3　スカラップ模様がフェミニンな〈コットンフィールファイン〉のカーディガン。

4　パールビーズを編み込んだ、ローズモチーフのバッグ。

5　〈コットンフィールファイン〉を使った、パイナップル編みのス

トール。

■プランタン NEW ■コットンパルフェ ■コットンフィールファイン
¥3,240/ 玉　150g/600m　［ 綿50% アクリル50% ］　全4 色
トルコ製　2 月10 日発売

¥1,080/ 玉　50g/240m　［ 綿95% ポリエステル5% ］　全5 色
イタリア製　1 月25 日発売

¥648/ 玉　25g/160m　［ 綿100%（ エジプト綿 ）］　全12 色
日本製　1 月25 日発売

グラデーションに見えるように、細い色糸の組合せを替えながら手結びで作られた糸。 細いエジプト綿を原料にリリヤン機で編んだ糸。幅広い用途にお使いください。

01 27 31 32 28 15 332107260530色番色番 01 02 0403

２種類のピッチの違うかすり染め糸で作った、さらりとした風合いのコットン糸。

01 05
NEW

040302色番

クオリティと質感にこだわった

ホビーラホビーレのサマーヤーンに、

〈プランタン〉〈ツイードパピエ〉が仲間入り。

2種類の魅力的な糸を使用した

様々なアイテムで手ざわりの良さを

ぜひお試しください。

色で遊ぶ
—着ごこちの良いニット—

1月25日、2月10日発売

1

1/25発売 1/25発売2/10発売

2/10発売

2/10発売
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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。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）

11　清涼感のある２種の夏糸を引きそろえて編むロング丈カーディガン。

■ツイードパピエ NEW

¥1,188/ 玉　40 ｇ /105m　［ 綿38% 分類外繊維（ 美濃和紙 ）24% 
レーヨン20% アクリル10% ポリエステル8% ］　全3 色　日本製　2 月10 日発売

■ウールシェイプ
¥519/ 玉　25g/125m　［ウール100%］　全13 色　日本製　発売中

サマーシーズンの手編み糸として開発されたウール100% の強撚タイプの糸。

23 06 27 28 11 14 15 29 18 31262524色番

1
2
3
4
5
6

プランタンストール　Z 各 ¥3,348（プランタン：1コ　RP：403987）

レイシーラグランセーター　Z ¥5,508（コットンパルフェ：5コ　RP：403982）

ファインクロッシェカーディガン　Z ¥7,798（コットンフィールファイン：10コ　キザミボタン13㎜：6コ　IS：403988）

シャイニーローズバッグ　Z ¥5,940　404013　約22 ×35㎝

パインエジングストール　Z ¥2,700 （コットンフィールファイン：4コ　RP：403989）

パピエラグランセーター　Z ¥8,424（ツイードパピエ：7コ　RP：403984）

7
8
9

10
11

パピエドライブベスト　Z ¥6,048 （ツイードパピエ：5コ　RP：403985）

パピエドライブストール　Z ¥2,484（ツイードパピエ：2コ　RP：403986）

プチフラワーリリヤンネックレス〈ブルー〉　Z ¥2,376　460682　約90㎝

プチフラワーリリヤンボビン　¥2,592　459209　大：約5㎝　小：約3.5㎝　＊発売中

カラフルローズブランケット　Z ¥9,051 （ウールシェイプ：1 色6コ　2 色各2コ　1 色1コ　コットンフィールファイン：5 色各1コ　RP：403981）　約84 ×84㎝

シェイプロングカーディガン　Z ¥8,403（ウールシェイプ：10コ　クロッシュコットン：6コ　キザミボタン11.5㎜：6コ　RP：403983）

6　シンプルなメリヤス編みの五分袖セーター。ラグラン部分の編み地がアクセント。

10　2 種類の夏糸を９色使ってカラフルに編みあげるローズモチーフのブランケット。

7　麻のようなカジュアルな着心地が楽しめる、ドライブ編みのベスト。

8　ドライブ編みのストールは、レーシー感がおしゃれ。 9　プチフラワーリリヤンボビンでつくったお花をネックレスに。

美濃和紙を主原料に、ツイード調のネップヤーンを撚り合わせた軽やかな糸。

01 02 03色番

1/25発売 1/25発売
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2/10発売 2/10発売

2/10発売 2/10発売

■クロッシュコットン
¥411/ 玉　25g/200m　［ 綿100% ］　全15 色　日本製　発売中

コーマ糸を原料とした強撚タイプのコットン糸。編み上がりの清涼感が魅力。

01 07 37 10 28 1406243230 3129色番 33 34 38
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悠 と々泳ぐこいのぼりを

大胆に表現したステッチクロスや、

凛 し々い若武者を思わせる

クロスステッチフレームなど、

大人の暮らしにマッチする

お節句のハンドメイドをご紹介。

2月10日発売

1
2
3

ステッチクロス〈こどもの日〉　Z ¥3,888　354276　約47 ×47㎝

クロスステッチフレーム〈五月人形〉　Z ¥6,480　354278　約37 ×29㎝

クロスステッチミニフレーム〈かぶと〉　Z ¥3,456　354279　約13 ×13㎝

4
5

アクセサリー〈こどもの日〉　Z ¥4,320　354280　約33 ×14㎝

ミニタペストリー〈こどもの日〉　Z ¥3,672　354277　約42 ×18㎝

＊1、4、5 イラスト：髙野紀子　2 イラスト：平野明子

1　躍動感のある構図のこいのぼりを色印刷。輪郭やうろこ、目などを様々なステッチで仕上げます。

2、3　豪華で格調高い三段飾りや兜を、クロスステッチで繊細に表現します。 4　立体的なこいのぼりと菖蒲でつくる室内飾り。 5　刺しゅうとアップリケでつくる人気のタペストリー。

こ
も
ど
の
日

1

2

4
5

3



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。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）

色で遊ぶ—注目のリバティプリント—

ホビーラホビーレならではのセレクトと色づけでお届けする

オリジナルのリバティプリント。ご紹介するのは、

2018年春夏コレクションの最新柄、人気柄をはじめとした充実の46柄。

さまざまなアイテムでお楽しみください。

1月25日、2月10日発売
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1　使いやすいサイズのバッグをいちご柄とスラブコットンで。

2　リバティプリントと口金の玉色をコーディネートしました。

3　〈 エミリー〉のラミネート１本でつくるポーチ & バッグ。

4、5　新柄を使った、携帯用ソーイングセットとピンクッションの製品。

1
2
3
4
5
6

アローバッグ･S　Z 各 ¥3,500　a：354323　b：354324　c：354322　約20 ×27 ×10㎝

リバティプリント口金マチ付きポーチ　Z 各 ¥2,690　a：354326　b：354327　c：354328　約12 ×18 ×9㎝

ラミネート口金ポーチ＆ミニトートバッグ　Z ¥5,832　354325　口金ポーチ：約12 ×20 ×10㎝ 　ミニトートバッグ：約17 ×30 ×12㎝

ピンクッション各種　各 ¥864　約8 ×8㎝

ソーイング缶各種　各 ¥1,944　約11.5 ×9.5㎝

フリルスリーブブラウス　H ¥1,080　700184　Z ¥6,578 （リバティプリント･タナローン：2m　貝ボタン13㎜：1コ）

7
8
9
10
11

コニーバッグⅢ　Z ¥3,996　354329　約31 ×44㎝

タックブラウス〈七分袖〉　H ¥1,080　700117　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）

バイアスカラーワンピース〈七分袖〉　H ¥1,080　700189　Z ¥9,072 （リバティプリント･タナローン：2.8m）

切替プルオーバー〈七分袖・ショート丈〉　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）

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

6　フリルスリーブブラウス

鮮やかな〈ローラ・ワイゼルバーグ 〉

の花 柄で仕 立てるおすすめトップス。

デニムをコーディネートして軽 快に。

1/25発売
8　タックブラウス〈七分袖〉

2/10発売
7　コニーバッグⅢ

2/10発売
9　バイアスカラーワンピース〈七分袖〉

2/10発売
11　タックプリーツスカート

1/25発売
10　切替プルオーバー〈七分袖・ショート丈〉

Coordination with Season's  materials

2/10発売

2/10発売

2/10発売

2/10発売

2/10発売

1a

3

4

5

2a

1b

2b

1c

2c
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1　パリをお散歩するニーナとミミたちを色印刷とベーシックな刺しゅうで表現したステッチクロス。ポイントにビーズをトッピング。

ニーナと
街歩き
早春のパリをニーナとお散歩。

お気に入りのカフェや公園のほか、

パリっ子が大好きなスポット

メリーゴーランドも登場。

ハンドメイドで街歩きを楽しんで。

2月10日発売

1
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1
2
3
4

ステッチクロス〈ニーナとお散歩〉　Z ¥3,888　354269　約47 ×47㎝　イラスト：がなはようこ

クロスステッチフレーム〈メリーゴーランド〉　Z ¥4,752　354270　約18 ×29㎝　イラスト：がなはようこ

チャーム　Z 各 ¥2,376　〈ニーナ・ピンク〉354274　〈ニーナ・ブルー〉354275　約12㎝

ドールドレスセット〈ワンピース＆ココ〉　Z ¥3,888　354272　　＊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　約35㎝　＊ドール本体縫製済　＊発売中

5
6
7
8

ドールミミ・ドレスセット〈フリルスカート〉　Z ¥5,616　354273　約26㎝　＊ドール本体入り

フリルカーディガンKids　Z ¥4,104（オーガニックシェイプ：4コ　キザミボタン11.5㎜：1コ　IS：403990）

こどものティアードスカート　Z ¥3,024 （リバティプリント･タナローン：0.9m　RP：701001）

ドレスセット〈フリルカーディガン〉　Z ¥3,240　404015　＊ドール本体キット別売

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）

2　メリーゴーランドがある広場の様子をクロスステッチで表現。

4　リバティプリントのフリル袖ワンピースのドレスセットには、愛犬ココも一緒です。

5　キュートなスタイルのミミはニーナの妹。ドール本体もセットされていて、キャミソール＆パンツもつくれます。3　ニーナの本体は完成しているので、あとは簡単仕立てのドレスとくつをつくれば出来あがり。

6、7　フリル袖のカーディガンと人気のティアードスカートをコーディネート。

8　カギ針編みのドレスセット。カーディガンはキッズとおそろいです。

■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 ）］　全7 色　日本製　発売中

強撚糸でありながらふっくら感のある、オーガニックコットン100% の糸。

13 111704161514色番

2

4

6

8
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5

3 a

3 b



13

■ブッチャープリント〈ローズ〉
¥3,888/m　 約112cm 幅　［ ポリエステル100% ］　
日本製　1 月25 日発売

314771 314772

ふっくらした織り上がりが魅力のトレンド素材にローズ柄をプリント。

■カラーリネン
¥4,104/m　108 〜110cm 幅　［リネン100% ］
日本製　1 月25 日発売

314773 314774 314775

ナチュラルな風合いと肌ざわりの良さで人気のリネンを春らしい色で。

■ボーダーフラワーレース
¥4,968/m　約98cm 幅（レース有効幅: 約96cm）　

［ 土台布 : 綿100% 刺しゅう糸 : ポリエステル100% ］　
日本製　2 月10 日発売

314795 314796 314797

立体的な刺しゅうが人気のローンレースをオリジナルカラーでご用意。

■コットンエンブロイダリーレース
¥6,480/m　約135cm 幅 （レース有効幅 : 約130cm ）　

［ 綿100% ］　タイ製　2 月10 日発売

314798 

幅広い用途に使える広幅のウォッシャブルレース。

■ファインローン
¥1,944/m　110〜112cm 幅　［綿100%］　日本製　発売中

308435

308441

308436

311288

311287

308444

311289

310039

UVカット加工を施した80 番手の綿ローン。

1　注目素材のブッチャープリントでつくる華やかなローズ柄プリントのドレス。

4　清楚な着こなしが映える、濃色レースのシンプルなスカート。

2、3　シンプルなリネンのワンピースがビーズネックレスでおしゃれ着に。

5　前身頃と袖がレースのトップスは、デイリーアイテムにおすすめ。

1
2
3

ボックスワンピース〈半袖〉　H ¥1,080　700115　Z ¥8,165 （ブッチャープリント〈ローズ〉：2.1m）

ボートネックワンピースⅡ〈七分袖〉　H ¥1,080　700170　Z ¥9,440 （カラーリネン：2.3m）

ミックスビーズネックレス〈ロング〉　Z ¥3,672　460681　約85㎝

4
5

セミタイトスカート〈65㎝〉　H ¥1,080　700131　Z ¥8,316 （ボーダーフラワーレース：1.5m　ポリエステル裏地：1コ）

ボートネックブラウス〈半袖〉応用　H ¥1,080　700104　Z ¥7,290（コットンエンブロイダリーレース：0.9m　ファインローンコレクション：0.7m　貝ボタン13㎜：1コ）

色で遊ぶ—春のこだわりファブリック—

シンプルなデザインが映える、カラーリネンやウォッシャブルレース、ふっくらとしたテクスチャーの

トレンド素材など、春のワードローブにおすすめの上質ファブリックをご紹介。

アクセサリーをプラスして、春の大人スタイルが完成します。

1月25日、2月10日発売

2/10発売 2/10発売

1/25発売 1/25発売

1

4
5

2

3



14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）

＊ 2 017 年 12 月現在のもので、変更される場
合がございます。

SHOP INFORMATION

季節の刺し子
鎧兜や麻の葉など、端午の節句にちなんだ柄のほか、

春らしい花模様やいちご柄をご紹介。

刺し子糸の色や柄で季節の変化を楽しみます。

〈鎧兜〉　460712　Z ¥864　＊2 月10日発売

〈麻の葉Ⅱ〉　458299　Z ¥864　＊発売中

〈変わり花刺し〉　460711　Z ¥1,080　＊1 月25日発売

ブランケット〈エトワール〉　Z ¥21,600　404016　約80 ×100㎝　デザイン：下田直子

〈いちご〉　Z ¥864　459699　＊発売中

2

3

1

左／〈ソーイングセット・ミニ〉セッ

ト内容：はさみ、メジャー、ピン

クッション、 チョー クペンシル、

針、糸

右 ／〈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、ピンクッション、チョー

クペンシル、ひも通し、針、糸

ソーイングセット・ミニ〈ハーブ〉
¥2,592　507008　

約9 ×12.7 ×4.3cm

ソーイングセット〈ハーブ〉　
¥4,968　507007　

約12.4 ×20.2 ×6cm

1

2

4

452073

452080

452078

452073

452075

455602

454438 452079

452081

下田直子さんの
春のブランケットご予約受付中！
ホビーラホビーレがお届けする、下田直子さんのニットキット。

中心の星をリングで囲んだ、色とりどりの丸モチーフをつないだブランケットです。

キット用のスペシャルカラー27色でお楽しみいただけます。

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

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

【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　078-381-7291

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

伊勢丹浦和店　048-834-3165

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

日本橋三越本店クチュリエール　03-3231-5586

京王百貨店新宿店　03-3342-2111

西武池袋本店　03-6912-7319

＊できあがりサイズ

　1、3、4：約32 ×37㎝　2：約37 ×32㎝

＊2、4 イラスト：がなはようこ

人気のソーイングセットに
新柄登場！！

裁縫用具をコンパクトに揃え
た、便利なソーイングセットの
ハーブ柄が新発売。ギフトにも
おすすめです。

ご予約
受付中

2/25
発売

2/10発売2

3/10発売1

【NEWS】 【 EVENT】

♦ホビーラホビーレ仙 台 店
   移 転リニューアルオープンのお知らせ
2018 年 1 月31 日（ 水 ）をもちまして、現 在の店 舗での営 業
を終了し、 新たに2 月10 日（ 土 ）仙台 駅前の〈 ショップ & ワン
ダーアエル 〉2 階に リニューアルオープンいたします。どうぞ
お楽しみに ! 移 転オープンに伴い、2 月1 日（ 木 ）〜9 日（ 金 ）
一 時 休 業いたします。 詳 細はホームページの店 舗 情 報をご
覧ください。

♦通 園 通 学 手づくり応 援フェア
　開 催 中〜3 月31 日（ 土 ）
お子 様の通 園 通 学のご準 備に必 要なファブリックやワッペンな
どを揃えています。オーダーも承っておりますので、お気軽にス
タッフまでお問い合わせください。

♦予 告 !「 2018 ホビーラホビーレ 
　インスタグラムフォトコンテストvo l. 2 」開催
ホビーラホビーレの生 地やワッペンを使った、手づくりの通 園
通 学グッズを写 真に撮って、 インスタグラムからご応 募いただく
フォトコンテストです。 応 募 期間：2 月1 日（ 木 ）〜28 日（ 水 ） 詳
細は各店頭 POP、ホームページをご覧ください。 ステキな写真
とコメントの投 稿をお待ちしています。

＊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。

1 レッスンバッグ〈基本形〉（ワッペ
ン別売）　2 レッスンバッグ〈底側
別布〉（ワッペン別売）　3 シューズ
バッグ〈底側別布〉　4 キルティン
グのレッスンバッグ　5 きんちゃく袋
セット　6 ランチセット〈トート型〉

レシピプレゼント!　期間中、レッスンバッグなどの対象アイテムの用尺分の
生地をお買い上げの方に、 レシピ（ つくり方シート）をプレゼントいたします。

1

5 6

2 3 4

♦「 2017 ホビーラホビーレ インスタグラム
　フォトコンテストvo l .1 」受 賞 作 品 決 定 !

「 ロービングルル インスタグラムフォトコンテスト」の受 賞 作
品が決まりました。 詳しくはホームページをご覧ください。 ま
た、受賞作品を含む皆様からの投 稿はインスタグラムの、 「 #
ホビーラホビーレロービングルルフォトコンテスト2017 」でご
覧いただけます。 たくさんのご応 募、ありがとうございました。

osssamnkandj様
ホビーラホビーレ大賞

vintyan様 
優秀賞

coochama16 様
優秀賞

ご相談承ります
入園入学

57mm

ホビーラホビーレ

通園通学応援フェア用缶バッジ案



Rose 
garden
バラの香りに包まれてゆったり

過ごす憧れのひとときを、

刺しゅうとアップリケで楽しむ

コレクション。

魅力あふれるバラのアイテムで

お部屋に春を呼びこみましょう。

1月25日発売

1　花図鑑のように12 種類のバラを、多色印刷の土台布に刺しゅうで描きます。周囲にトーションレースをあしらった応用デザイン。

モチーフクロス〈バラ図鑑〉応用クロス　Z ¥7,884　354266　約73 ×68㎝

クロスステッチフレーム〈バラのブーケ〉　Z ¥4,104　354268　約18 ×18㎝

1
2

アップリケタペストリー〈ローズガーデン〉　Z ¥6,264　354267　約36 ×46㎝

＊1、3イラスト：髙野紀子　2イラスト：平野明子

3

次回『MONTHLY PRESS 2 月号 vol.86 』は 2 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（水）からになります。月1 10

MONTHLY PRESS  vol.85 2018 年 1 月10 日発行  発行人／岸川健介  ©HOBBYRA HOBBYRE CO.2018  発行／株式会社ホビーラホビーレ  TEL 0570-037-030（代）

●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。ご予約の数量には限りがございます。●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 12 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

■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。

LINE@ Instagram

2　豊かな香りを感じるようなバラのブーケをクロスステッチで。 3　いっせいに花を咲かせる春のローズガーデンを、刺しゅうやアップリケで描きます。

■モチーフレースアソート〈ローズ〉
¥1,836/ 袋　460533　約90㎝　3 種入

 ローズがモチーフのレース３種をセットにしました。
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2 3


