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ポタジェ
—季節のおくりもの—

野菜やハーブ、果樹を一緒に育てる

フランス生まれの家庭菜園

〈ポタジェ〉が人気です。

育てる喜び、おいしい時間を

ハンドメイドでも楽しみましょう。

素朴な野菜の花や保存食を

モチーフにしました。

4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）

1
2

ステッチクロス〈ポタジェ〉　Z ¥4,536　354365　約60 ×47㎝

クロスステッチフレーム〈ポタジェ〉　Z ¥5,184　354367　約25 ×25㎝

3
4

アップリケタペストリー〈ポタジェ〉　Z ¥6,264　354366　約46 ×36㎝

フラットバッグ〈ポタジェ〉　Z ¥4,536　354368　約39 ×31㎝

＊1、3、4 イラスト：富丘珠子

2　ピクルスやオイル漬け、ジャムなどを色鮮やかにステッチして。 4　野菜や果物の色印刷にステッチをプラス。持ち手は縫製済み。3　色印刷にリバティプリントのアップリケやステッチで表情豊かに。

1　多色印刷されたトマト、ニンジン、オクラなど、人気野菜とその花に、刺しゅうを加えて仕上げます。
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1
2
3

刺し子のテーブルセンター〈伝統柄〉　Z ¥4,536　354377　約45 ×100㎝

刺し子のサンプラークロス　Z ¥8,640　354376　約122 ×100㎝

刺し子のコースター〈伝統柄〉　Z ¥3,672　354379　約11 ×11㎝　6 枚セット　

4
5

刺し子のバッグ〈伝統柄〉　Z ¥5,616　354378　約23 ×35 ×8㎝

ウッドハンドル ･ブラウン　¥1,944　460755　外寸：約12.5 ×20㎝

どんな生活スタイルにも溶け込むインディゴブルーの刺し子。

人気のテーブル小物やバッグのほか、初めて大判クロスが登場しました。

たくさんの図柄をお楽しみいただけます。

5月10日発売

1　8 種の伝統柄を３色の刺し子糸で仕上げるテーブルセンター。リビングにもマッチするデザインです。

2　31 種類もの柄で構成したサンプラークロス。インテリアファブリックとして使い方はいろいろ。

3　七宝、花亀甲、柿の花の３柄の６枚セット。落ち着いた夏のおもてなしに。

4、5　スラブコットンに様々な伝統柄を刺したバッグ。新発売のウッドハンドルつき。
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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）

1
2
3

クロスステッチウェルカムフレーム〈レース〉　Z ¥8,640　354380　約39 ×31㎝

クロスステッチリングピロー〈レース〉　Z ¥4,860　354381　約17 ×17㎝

クロッシェリングピロー　Z ¥4,320　404065　直径約18㎝

4
5
6

クロスステッチミニフレーム〈バスケット〉　Z ¥3,456　354372　約13 ×13㎝

クロスステッチミニフレーム〈ハーブ〉　Z ¥3,456　354373　約13 ×13㎝

ステッチフレーム〈ハーブ〉　Z ¥7,776　354371　約50 ×38㎝

＊4〜6 イラスト：平野明子

ブライダル レーシーコレクション

ハーブの庭から

心のこもった

ブライダルシーンを演出する、

クロスステッチとカギ針編みの

アイテムが登場。

銀糸やパールビーズなど

きらめきをプラスして

上品に仕上げます。

香しいハーブの庭を

ステッチします。

ハンドメイドで暮らしを

豊かに彩りましょう。

5月10日発売

4月20日発売

1　レース模様で縁取ったフレームをクロスステッチで表現。銀糸やパールビーズで華やかに。

4、5　ハーブの寄せ植えや庭をクロスステッチで表現したフレーム。複数飾ってもステキです。

6　様々なステッチを組み合わせて14 種類のハーブを表現。繊細な仕上がりを楽しみます。

2　フレームとセットでつくりたい、クロスステッチのリングピロー。

3　編みくるんだクッションとレーシーな編み地でつくるリングピロー。
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初夏のおすすめ！ニットコレクション

人気のラフィア風の糸〈ラフィス〉〈ラフィスグラン〉に、

かすり染め糸〈ラフィスグランパレット〉と

ラメ入り〈シャイニーラフィス〉が加わり、夏糸がさらにグレードアップ。

風工房さんデザインの新作など、魅力的なサマーニットをご紹介します。

4月20日、5月10日発売

1　四角いモチーフを編みため、巻きかがって仕上げるマット。素足に気持ちのいい夏糸で。

2　単色とかすり染めの糸で編み上げるトートバッグ。カジュアルな夏スタイルにおすすめ。

3　9 枚のモチーフをつないで縁編みをプラスした、かわいいチェアマット。 4　底から細編みでぐるぐる編んでいくだけ。別に編んだ持ち手をつけて。

■ラフィスグランパレット NEW

¥1,134/ 玉　40g/62m　［ 分類外繊維（ 和紙 ）100% ］　全4 色　
日本製　4 月20 日発売

ラフィスグランに多色のかすり染めを施した糸。複雑な色の変化が楽しめます。

■ラフィスグラン
¥864/ 玉　40g/62m　［分類外繊維（和紙）100%］　
全8 色　日本製　発売中

マニラ麻を原料とした和紙を甘撚りにした、極太タイプの糸。

03 05 04 0602010708色番
色番 01 02 03 04

4/20発売

4/20発売

4/20発売
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8　〈ラフィスグランパレット〉で編む花飾りつきのハット。

7　ダイヤ形の透かし編みが涼しげ。持ち手も続けて編みます。5　清涼感のあるシャイニーラフィスチュニック。透かし模様がアクセント。

6　上品なラメ感がおしゃれなガーター編みのカーディガン。

武蔵野美術大学で舞台美術を学ぶ。20 代の頃より多

くの手芸誌に作品を発表。近年では、欧米にも活躍

の場を広げている。近著に『 風工房のフェアアイル・

ニッティング 』（日本ヴォーグ社 ）がある。

Profile

風工房さんデザインの
サマーニット

トラディショナルなニットデザインで人気の風工房さんによる、

手軽な手法で編み上がるサマーニット。

ウエアと小物のコーディネートもお楽しみいただけます。

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。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
2
3
4
5
6
7

ラグマット　Z ¥9,828 （ラフィスグランパレット：4コ　ラフィスグラン：1 色4コ　1 色2コ　RP：404059）　約46 ×86㎝

モチーフトートバッグ　Z ¥7,560 （ラフィスグランパレット：2コ　ラフィスグラン：1 色4コ　1 色2コ　RP：404048）　約24.5 ×39 ×16㎝

チェアマット　Z ¥4,968 （ラフィスグランパレット：2コ　ラフィスグラン：1 色2コ　1 色1コ　RP：404059）　約36 ×36㎝

バルーンバッグ　Z 各 ¥8,046 （ラフィスグランパレット：7コ　RP：404049）　約30 ×42㎝（口幅約32㎝）

シャイニーラフィスチュニック　Z ¥6,912 （シャイニーラフィス：6コ　RP：404042）

シャイニーラフィスカーディガン　Z ¥8,046 （シャイニーラフィス：7コ　RP：404041）

ダイヤバッグ　Z ¥4,428 （ラフィスグラン：5コ　RP：404051）　約25 ×39㎝

8
9
10
11

12

フラワーハット　Z 各 ¥4,644 （ラフィスグランパレット：4コ　RP：404050）

イマージュボレロ　Z ¥8,748 （ブリエイマージュ：5コ　貝ボタン15㎜：5コ　IS：404062）

ラフィスフラワーバッグ　Z ¥13,500　403761　約28 ×38㎝　＊デザイン：伊藤浩史

リリヤンネックレス・マーブルコットン　Z 各¥1,836 （マーブルコットン：1コ　タカセボタン18㎜：1 袋　RP：395051）　約60㎝　＊リリヤンボビン別売

リリヤンボビン（かぎ針付）　¥2,160　460397　本体：約9㎝　＊発売中

タカセボタン（18㎜）　各 ¥648/ 袋　シロ：460742　クロ：460743　約18㎜　3 個入

9　ラメ感のある〈ブリエイマージュ〉を使った、ガーター編みのボレロ。 10　立体的でカラフルなフラワーモチーフのバッグ。

サマーヤーンでつくるネックレス

■ラフィス 
¥864/ 玉　40g/95m　［分類外繊維（和紙）100%］　
全7 色　日本製　4 月20 日発売

マニラ麻を原料にした並太タイプのサマーヤーン。

08 05 0413170215色番

■ブリエイマージュ
¥1,512/ 玉　40 ｇ /176m　［ 綿45% アクリル36% 
ポリエステル19% ］　全3 色　日本製　発売中

２種のかすり染めを使った、色の変化とラメが印象的な糸。

01 0302色番

■マーブルコットン
¥1,080/ 玉　40g/152m　［ 綿100%（ マスターシー
ド ）］　全8 色　日本製　発売中

希少な高級綿を原料にしたメランジ調のかすり染め糸。

08 04 09 0105020307色番

4/20発売

4/20発売

5/10発売

4/20発売 4/20発売

4/20発売

4/20発売

4/20発売

1 2 3

1リリヤンボビンで編む 2できたリリヤンひもを
指編みする

3片端にボタンを付け、
もう片端はループにする

リリヤンボビンで編んだリリヤンひもで、指編みネックレスをつくります。

5

6
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9

10
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12

8

■シャイニーラフィス NEW

¥1,134/ 玉　40g/90m　［分類外繊維（和紙）95% ポリエ
ステル3% ナイロン2%］　全2 色　日本製　4 月20日発売

ラフィスに上質なラメを撚り合わせた糸。

色番 01 02
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1　〈 コットンフィールファイン 〉で編み上げる、レーシーなストール。 2　大小のモチーフがポイントのバッグは、オリジナルのウッドハンドル使用。

3　2 色の糸で６種類のモチーフを編み上げます。

1
2
3
4

フィールファインストール　Z ¥3,996 （コットンフィールファイン：6コ　RP：404046）

プライムモチーフバッグ　Z ¥6,264 （プライムレース20：3コ　ファインスケア：0.6m　ウッドハンドル A：1コ　RP：404052）　約25 ×35㎝

6 つのモチーフ　Z ¥1,404 （コットンシェリー：2 色各1コ　RP：404060）　6 枚セット

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、チェーン、留め具、ボンド付き

5
6
7
8

タティングレースのモチーフⅡ　Z ¥2,700　403763　約8.5㎝　2 枚セット　＊タティングシャトル2コ、ボンド付き

サークルフラワーブランケット　Z ¥9,720　404064　約124 ×124㎝

ソレイユクロッシェバッグ　Z 各 ¥2,538 （コットンソレイユ：3コ　RP：404053）　約13 ×26㎝

フリルシュシュ　Z 各 ¥1,145 （クロッシュコットン：2 色各1コ　丸ゴム黒：1コ　RP：404054）　2コセット

■クロッシュコットン
¥411/ 玉　25g/200m　［ 綿100% ］　全14 色　日本製　
発売中

コーマ糸が原料の強撚糸。清涼感のある編み上がりが魅力です。

01 06 34 24 31 32 33 10 28 1407373829色番

■コットンソレイユ 
¥810/ 玉　30g/90m　［ 綿54% ナイロン46% ］　全4 色　
日本製　発売中

ナイロンの芯をリリヤン編みの綿糸でくるんだソフトで軽い糸。

01 080207色番

■コットンシェリー
¥648/ 玉　40g/106m　［ 綿100% ］　全9 色　日本製　
発売中

綿の単糸をリリヤン機で編み上げた、軽くてシャリ感のある糸。

10 06 03 04 1308070201色番

■プライムレース 20
¥1,188/ 玉　50g/230m　［綿100%（スーピマコットン）］　
全7 色　日本製　発売中 

希少なスーピマコットンの20 番のレース糸。美しい光沢が特徴。

01 06 0705020308色番

■コットンフィールファイン
¥648/ 玉　25g/160m　［綿100%（エジプト綿）］　全12
色　日本製　発売中

細いエジプト綿をリリヤン機で編み上げた、ロングセラーの糸。

01 27 21 07 05 26 15 3332312830色番

7　立体的な玉編みとくるみボタンがかわいいカラフルバッグ。

6　ブルーグリーン系のさわやかな配色のサークルモチーフが新鮮なブランケット。

8　２色の糸でシュシュが2 コ編めるセット。お好きな配色を選んで。

タティングレースをはじめよう

5/10発売 5/10発売

5/10発売

5/10発売 5/10発売

5/10発売

初心者向けの２つのキットでマスターします。

4、5　 シャトルと

糸などがセット済

みなので、 すぐに

はじめられます。

1

2

3

4

5

発売中

6

7 8
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初夏のおすすめ！
リバティプリント

一枚できちんと感のあるスタイルが演出できるリバティプリントの

ウエアや小物は、シーズンごとに色や柄をセレクトしてお届け。

夏の装いとともにご紹介します。

5月10日発売
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6　新作のブラウスはチューリップのような袖の表情がポイント。

12　ドルマン袖と胸もとのギャザーが優しい雰囲気のブラウス。

8　カギ針編みの身頃に小花柄スカートがかわいい、人気のドレス。

15　後ろ身頃が無地のカジュアルなデザイン。デニムにぴったり。

7　〈 セランダイン 〉の可憐さが映えるリボンヨークブラウス。

13、14　涼しげな色味のシンプルなドレスは、夏のおでかけ着に。

6
7
8
9
10
11

チューリップスリーブブラウス　H ¥1,080　700194　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

リボンヨークブラウス〈半袖〉　H ¥1,080　700111　Z ¥4,860 （リバティプリント･タナローン：1.5m）

クロッシェリーフワンピースKids　Z ¥2,549 （クロッシュコットン：2コ　リバティプリント･タナローン：0.5m　RP：403749）

ペアのバネ口金ポーチ　Z 各 ¥2,916　a：354416　b：354415　L：約9.5 ×13㎝ 　S：7.5 ×8.5㎝

コパン　Z ¥2,571　354417　約16㎝

バイアスフラワーのヘアゴム　Z 各 ¥1,674　a：354429　b：354428　約7㎝　＊ RP：395018 使用　＊フラワーリリヤンボビン別売

12
13
14
15

フラワーリリヤンボビン　¥3,024　457293　大：約7.5㎝ 小：約4.5㎝　＊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）

こどものブラウジングワンピース〈ノースリーブ・ゴムなし〉　H ¥1,080　700188　Z ¥3,305 （リバティプリント･タナローン：1m　貝ボタン11.5㎜：1コ）

フレアドレス　H ¥1,080　700175　Z ¥8,100 （リバティプリント･タナローン：2.5m）

ギャザーネックブラウス（応用）　H ¥1,080　700143　Z ¥3,726 （リバティプリント･タナローン：0.7m　ファインローンコレクション：0.7m　貝ボ

タン13㎜：１コ）

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　バイアステープとくるみボタンでつくる、人気のヘアゴム。10　３匹のキュートなぬいぐるみを初夏のリバティプリントで。9　２種のリバティプリントでつくる、大小セットの口金ポーチ。

6

9 b

10

12

13

14

15

9 a

11 a

11 b

7

8





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）

SHOP INFORMATION

＊ 2 018 年 3 月現在のもので、変更される場合
がございます。

SHOP LIST

【東北】

盛岡川徳店　019-622-6155

仙台アエル店　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

季節の刺し子

人気柄の中から、一目刺し、伝統柄、野菜モチーフをご紹介。

店頭には、このほか様々な色柄をご用意しております。

十字花刺し　457443　Z ¥1,296　＊新配色4 月20日発売1

460518

454438

452081

454795

変わり麻の葉Ⅱ　458914　Z ¥756　＊発売中2

458916

ベジタブル　456251　Z ¥1,080　＊発売中3

＊できあがりサイズ：約32 ×37㎝　＊3 イラスト：がなはようこ

452073

452081

454795

ウッドハンドル A　 ¥1,944　460735　外寸：約11.5 ×21㎝　＊バッグ型紙 ･ つくり方入

ウッドハンドル B　 ¥2,160　460736　外寸：約10 ×30㎝　＊バッグ型紙 ･ つくり方入

ウッドハンドル C　 ¥2,808　460737　外寸：約11.5 ×21㎝　＊バッグ型紙 ･ つくり方入

ウッドハンドル B バッグ　Z 各 ¥4,234　a：354409　b：354410　約29 ×49㎝

ウッドハンドル C バッグ〈パッチワーク〉　Z 各 ¥6,156　a：354412　b：354411　約27 ×39㎝

＊ RP:395052 使用

1
2
3
4
5

デザイン性と使いやすさにこだわった、オリジナルウッドハンドル新発売。

軽いラバーウッド製で持ちやすく、様々な形のバッグにお使いいただけます。

ウッドハンドルを使ったキットもご用意しました。

ホビーラホビーレオリジナル

ウッドハンドルが登場！

1、2、3　

シーズンを問わずにお使いいただけるウッドハンドル。それぞれにバッグの

つくり方と型紙が入っています。１と３は普段使いにちょうどいい、貴重品

がまとめて入るサイズ。 ３にはバッグの口を押える留め具がついています。

２は横長シルエットのバッグがつくれます。

1 2 3

4 a

5 a

4 b

5 b

4　リバティプリント〈 エミリー〉を使った、華やかなバッグ。

5　ミニスワッチボックスでつくるバッグは使いやすいサイズ。

5/10発売

5/10発売

4/20発売

【 EVENT】

♦ 2018 春 夏ソーイングフェア　開 催 中〜6 月30 日（ 土 ）
【NEWS】

♦「 2018 ホビーラホビーレ 
　インスタグラムフォトコンテストvol. 2 」
　結 果 発 表 !

♦「 2018 ホビーラホビーレ インスタ
　グラムフォトコンテストvol. 3」開催中 !

第一弾 : 開催中〜5 月31日（ 木 ）
ブラウスやスカート、ワンピースなど
オリジナルデザイン62 型の中からウエ
アをオーダーいただくと、期間中メン

バーズカードをダブルスタンプサービスいたします。
この機会にお好きな生地で、あなただけの一着を
つくってみませんか。

【 オーダーキャンペーン 】
参 加費 :1,080 円（ 材 料費別 ）

「 ホビーラホビーレのハンドメイドノート〈カンタン・ゴム
スカート〉」を使 用した、体 験レッスンを各 店にて開催
しています。お客 様のお好みに合わせて、スカート丈
やギャザーの分量を決められます。店内でお好きな生
地を選んで、ゴムスカートをつくってみませんか。レッス
ン日程など詳 細は各 店まで。

【 スカートをつくろう! 体 験レッスン 】

▲左からフレアドレス、ホルターネックワンピース、
　フレアギャザードレス

◀︎スカラボーダー（5/10 発売）
　のゴムスカート

▲ yuu__ris 様　 ▲ yuurari8062 様

発売中! ホビーラホビーレの▶︎
ハンドメイドノート

〈カンタン・ゴムスカート〉
￥324

〈 ホビーラホビーレのリバティプリント〉を
テーマにした、楽しい写 真をインスタグラ
ムからご応 募いただくフォトコンテストを開
催中です。応募期間は 4 月30 日（月）まで。

詳細は各店頭 P O P、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。

♦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vol.4 」
次回はホビーラホビーレの手編み糸〈ラフィス & ラフィ
スグラン〉をテーマに開催。応募期間は 5 月10 日（ 木 ）
〜6 月30 日（ 土 ）。どうぞお楽しみに !

「 ホビーラホビーレの通園通学 」をテーマにしたインスタ
グラムフォトコンテストの当 選 者が決 定しました。詳しく
はホームページをご覧ください。また皆 様からの投 稿は
インスタグラムの「 # ホビーラの通園通学 」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。

＊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。



ステッチクロス〈サボテン〉　Z ¥4,536

354374　約60 ×47㎝

クロスステッチフレーム〈サボテン〉　Z ¥5,184　

354375　約25 ×25㎝

刺し子〈サボテン〉　Z ¥1,080 

（刺し子布460728　刺し子糸452077･452081･460518）　

約32 ×37㎝　

＊1、3 イラスト：がなはようこ

1

2

3

クロスステッチフレーム〈七夕〉　Z ¥4,752　354370　約18 ×29㎝　＊イラスト：平野明子

ステッチクロス〈七夕〉　Z ¥3,888　354369　約50 ×40㎝　＊イラスト：髙野紀子

1
2

2　面白い形や色のサボテンをクロスステッチで表現。

3　3 色の刺し子糸を使ってサボテンを刺しています。1　ひとつひとつ表情が違うサボテンと多肉植物を、色印刷の土台にステッチで描きます。

1　紺色のジャバクロスに天の川と笹飾りをクロスステッチします。

2　繊細な色印刷が施された土台布をステッチ。きらめきパーツを散りばめて優雅な仕上がりに。

サボテン
フレンズ

七夕
ホビーラホビーレの歳時記

ユニークな形や色が

人気のサボテンと多肉植物。

この癒し系植物を刺しゅうで

楽しむハンドメイドをご紹介。

リビングや玄関の模様替えにも。

夏の夜空に流れる天の川と笹飾りをモチーフにした

刺しゅうアイテムで、大人の七夕を演出。

幻想的な色印刷やシンプルなステッチ、きらめく糸やパーツで楽しみます。

5月10日発売

4月20日発売

次回『MONTHLY PRESS 5 月号 vol.89 』は 5 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（火）からになります。月4 10
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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

●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 2018 年 3 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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