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Christmas is coming!
もうすぐクリスマスの準備をはじめる季節。

今年はサンタと仲間たちを

モチーフにしたキットが登場。

様々なハンドメイドが

楽しいクリスマスを演出します。

9月20日発売

1　サンタクロース村ではサンタたちがクリスマスの準備中。アップリケと刺しゅうで仕上げます。

2　楽しそうな8 人のサンタたちを表情豊かにクロスステッチで表現。フレームは壁に飾ることもできます。　

3　リボンを結んでいくアドベントカレンダー。後ろにリボン用ポケットつき。

4、5　小人のサンタたちをクロスステッチしたカード。ギフトやオーナメントに。

1990 年多摩美術大学絵画科油画専攻卒業。 1991 年よりワイヤーやドローイングを中心とした作品を、個展や
グループ展で発表。 有限会社タイフーンスタジオを立ち上げメンバーとして参加し、 百貨店や店舗のウィンドウ
ディスプレイのプラン、制作なども手掛けている。

富丘珠子 Tamako Tomioka

私は幼い頃から空想する事が好きだったのでサンタ達が楽しげに動

き回る姿を描き起こしていくうちに、 いつしか夢中になっていました。 

何度でも眺めていたくなるような魅力的な場面になれば..... .と思い、

仕草や表情も大切にしました。 何より、このキットを製作される方々

がサンタ達とともに、楽しいひとときを過ごして頂けたら嬉しいです。
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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。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）

7　クリスマスプリントとフェルトでつくる人気のトナカイ。

8　クリスマスプリント３色でつくるトライアングルツリー。ゴールドのパーツで華やかに。

11　リース型の土台を手編みの花や葉のモチーフで飾ります。

1
2
3
4
5
6

アップリケタペストリー〈サンタクロースの村〉　 Z ¥5,616　354464　約42 ×56㎝

クロスステッチフレーム〈サンタクロース〉　 Z ¥4,968　354467　約13 ×50㎝

クロスステッチタペストリー〈アドベント〉 　Z ¥4,860　354466　約38 ×31㎝

クロスステッチカード〈サンタとツリー〉　 Z ¥1,944　354470　約17 ×13㎝

クロスステッチカード〈サンタクロース〉 　Z ¥1,944　354469　約13 ×17㎝

ステッチクロス〈サンタクロースの村〉　 Z ¥3,888　354463　約47 ×47㎝

7
8
9
10
11
12

トナカイ 　Z ¥2,117　354508　高さ約24㎝　＊ IS：352594 使用

トライアングルツリー　 Z ¥3,888　354465　約38 ×32㎝

クリスマスツリー 　Z ¥2,657　354507　高さ約18㎝　＊ IS：30113 使用

クロスステッチハウス〈教会〉　 Z ¥4,320　354468　約12 ×9 ×8.5㎝

クリスマスリース 　Z ¥4,104　404192　直径約25㎝

クリスマスアクセサリー　 Z ¥1,350　354505　約10〜13㎝　＊ RP：395054 使用

13
14
15

プレゼントブーツ 　Z ¥2,052　354506　約31 ×21㎝　＊ IS：9029 使用

ベア　Z ¥1,923　354509　約21㎝　＊ IS：352595 使用

コパン　Z ¥2,085　354510　各約16㎝　＊ IS：350803 使用

＊1〜6 イラスト：富丘珠子　10 デザイン：内堀久美子

6　クリスマスの準備にいそしむサンタたちを、刺しゅうやリボンで立体的に。

12　クリスマス柄のアクセサリーは、いろいろな使い方を楽しめます。

13　クリスマスプリントでつくる、ふっくらかわいいキルティングブーツ。

15　３色のクリスマスプリントでつくる、愛らしい仲間たち。

14　ボタンのジョイントで手足が動く、かわいいク

リスマスベア。

10　立体的なクロスステッチの教会。楽しい聖夜の情景が描かれています。9　軽くて飾りやすい、ファブリッククリスマスツリー。

315603 315604 315605

クリスマスの準備に忙しいサンタたちを描いた柄。ラメプリント入り。イラスト：富丘珠子

¥2,160/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　9 月20 日発売 
■クリスマス
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1　かわいいクリスマスモチーフを色印刷したクロスに、ステッチを施して仕上げます。

2　クリスマスの飾りつけをした、クロスステッチハウス。

3　手のひらサイズのツリーはギフトにもおすすめ。

6　帽子を取ると小物入れになるカギ針編みのサンタ。

7　刺しゅう枠つきのポインセチアのステッチリース。

4、5　感謝の気持ちを伝える、心を込めた手づくりカード。

10　ツリーと贈り物をクロスステッチで繊細に表現。

9　クロスステッチした布をソックス形に仕上げます。

8　クリスマスイブにお家で働くサンタたちの様子を、色印刷と刺しゅうで表現します。

1
2
3
4

ステッチクロス〈クリスマス〉　Z ¥3,888　354078　約50 ×40㎝

クロスステッチハウス〈クリスマス〉　Z ¥3,672　353737　約10 ×8 ×6.5㎝

クロスステッチツリー　Z ¥3,672　354084　約10 ×9.5 ×5.5㎝

グリーティングカード〈ツリーⅡ〉　Z ¥1,944　354520　約17 ×13㎝

5
6
7
8

グリーティングカード〈コレクションⅣ〉　Z ¥1,944　354089　約17 ×13㎝

サンタの小物入れ　Z ¥3,240　403886　高さ サンタ：約16㎝  ツリー：約9㎝

クロスステッチフープフレーム〈リース〉　Z ¥3,456　353736　直径約15.5㎝

クリスマスのステッチクロスⅡ　Z ¥3,456　352655　約47 ×47㎝

9
10

クロスステッチソックス　Z ¥4,104　354082　約29 ×19㎝

クロスステッチフレーム〈プレゼント〉　Z ¥4,104　353735　約29 ×14㎝
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11、12　クリスマスモチーフのクロスステッチフレームは、大切な方へのギフトにもおすすめです。

13　イブの夜に働く小人のサンタと色とりどりのソックスを、クロスステッチで楽しげに。

17　手編みのクリスマスソックスオーナメント。２色の毛糸で５種類のデザインを編み上げます。

18、19　クリスマスモチーフの小さなクロスステッチフレームは、初心者の方にもおすすめです。

14　サンタが百貨店でお買い物。楽しいストーリーのある世界をアップリケ & ステッチします。

15　赤と緑で色印刷したクリスマスリースに、刺しゅうやキラキラパーツを添えて華やかに。

16　アイロン接着できる、クリスマス

モチーフの刺しゅうワッペンセット。

11
12
13
14

クロスステッチのフレーム〈クリスマスリース〉　Z ¥4,536　353361　約28 ×28㎝

クロスステッチのフレーム〈タウン〉　Z ¥3,888　353362　約14 ×29㎝

クロスステッチフレーム〈サンタ＆ソックス〉　Z ¥4,104　354081　約14 ×29㎝

アップリケタペストリー〈クリスマス〉　Z ¥5,616　354079　約56 ×42㎝

15
16
17

ステッチクロス〈クリスマスリース〉　Z ¥3,672　353000　約47 ×47㎝

刺しゅうワッペン〈クリスマス〉　¥1,080/ 袋　457990　3 種 ･3 枚　＊アイロン接着可

クリスマスソックスオーナメント　Z ¥1,620 （ウールスイート：2 色各2コ　RP：403853）　

約15㎝

18
19

クロスステッチのミニフレーム〈ツリー〉　Z ¥2,808　353023　約13 ×13㎝

クリスマスのクロスステッチフレーム　Z ¥3,456　353022　約18 ×18㎝

＊1、7、15 イラスト：髙野紀子　2 デザイン：内堀久美子　3、9、11、12、14 イラスト：平野明子　　
4、5、8、10、13 イラスト：がなはようこ　18、19 デザイン：Jeu de Fils（ジュ  ド  フィル）
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ハンドメイドで決まり
秋のコーディネート
—ファブリック—

プリントやチェック、厚手の無地やドビー織りなど、

上質で洗練された秋スタイルにおすすめのファブリックを

ウエアやおしゃれ小物とともにご紹介します。

9月20日、10月10日発売



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　使いやすい無地のベンリー口金バッグ。ブローチを飾ればおめかしバッグに。

2　刺しゅうワッペンでつくる簡単ブローチ。花心につけたミラーパーツがアクセント。

3、4　アイボリーにゴールド、黒に黒ラメでローズを刺しゅう。アイロンで簡単に接着できます。

5　着心地の良い〈 ストレッチ別珍 〉でつくる上品なジャンパードレス。

8　エレガントなフレアギャザースカートは、改まった席にも活躍。6　モード感のあるドット模様が映えるセミタイトスカート。 7　ワンランク上のコーディネートが楽しめるジャンパードレス。

1
2
3
4

ベンリー口金バッグS　Z 各 ¥4,774　a：354503　b：354504　約23 ×15㎝　＊ IS：353898 使用　＊ブローチ別売

刺しゅうワッペンブローチ・ローズ　Z 各 ¥1,944　a：460865　b：460866　大：約10㎝　小：約4㎝　＊大小２コセット

刺しゅうワッペン・ローズ　各 ¥756/シート　a：460840　b：460841　約90 ×45㎜ ･1 枚入

刺しゅうワッペン・ミニローズ　各 ¥756/シート　a：460842　b：460843　約32 ×44㎜ ･2 枚入

5
6
7
8

ボトルネックジャンパードレス　H ¥1,080　700164　Z ¥10,530 （ストレッチ別珍：2.1m　貝ボタン13㎜：1コ）

セミタイトスカート〈65㎝〉　H ¥1,080　700131　Z ¥11,254 （メルティードットジャカード：1.3m　ポリエステル裏地：1コ）

フレンチタックジャンパードレス　H ¥1,080　700198　Z ¥6,740 （ヴィンテージフラワー：2.4m）

フレアギャザースカート　H ¥1,080　700197　Z ¥9,915 （フラワーフロッキー：1.7m）

315634 315635

高級感のある光沢が魅力の別珍。
ストレッチ性があり、適度にフィットする素材。

¥ 4 ,968 /m　 約104 cm 幅　［ 綿97% 
ポリウレタン3% ］　日本 製　9 月20 日
発売

■ストレッチ別珍

315654 315655315608 315609 315610 315611315669

カットジャカードのような立体感と落ち感のある
高級ジャカード。

¥7,992/m　約135cm 幅　［ウール68% 
キュプラ14% レーヨン12% ナイロン6% ］　
10 月10 日発売　日本製

■メルティードットジャカード

9/20発売 9/20発売

9/20発売

9/20発売

9/20発売 10/10発売10/10発売

千鳥格子に花柄をフロッキープリントし、裏に起毛加工を施しました。

¥5,832/m　 約130cm 幅　［ 土 台 布：ポリエス
テル63% レーヨン34% ポリウレタン3%  フロッ
キー：レーヨン100%］　日本製　10 月10日発売

■フラワーフロッキー

ソフトで縫いやすい細畝コーデュロイにシックな花柄をプリント。

¥2,808/m　約108cm 幅　［ 綿100% ］
日本製　9 月20 日発売 

■ヴィンテージフラワー

1 a

2 a

4 a
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1　ウォーム感のある素材でつくる、丸いフォルムがかわいい秋のバッグ。広幅の革持ち手を使って。

3　片面がリバティプリントの組合せ、もう一面がボアのリバーシブルスヌード。巻き方を自由に楽しんで。

2　重ね着が楽しめるチュニックは、肌寒い季節のおしゃれの定番。

4　フェルトのボールとフラワーにビーズを加えてつくる２連ネックレス。

1
2
3
4

サークルタックバッグM　Z 各 ¥8,252　a：354511　b：354512　約26 ×50㎝　＊ IS：353687 使用

タックフレンチチュニック　H ¥1,080　700122　Z ¥10,595 （ウール混フラワードビー：1.8m　貝ボタン13㎜：1コ）

リバティプリントボアスヌード　Z 各 ¥3,456　a：354515　b：354514　c：354516　d：354513　約20 ×154㎝

フェルトフラワーネックレス　Z 各 ¥3,456　a（ピンク）：460862　b（ネイビー）：460863　c（ブラック）：460864　約80㎝

5
6
7

ボックスワンピース〈半袖〉　H ¥1,080　700115　Z ¥9,980 （圧縮ラムウールニット：2.1m）

ジレ　Z ¥4,580 （ラメウールガーゼ：0.9m　RP：701007）

Ｖネックジャンパードレス　H ¥1,080　700162　Z ¥10,433 （ドビーコール：2.1m）

315658 315659 315614 315668315662 315663 315666

ドビー織りで小さなお花を表現した、ふっくらと厚みのある
温かな素材。

¥5,832/m　約110cm 幅　［ウール46% ポリエ
ステル27% 綿27% ］　日本製　10 月10 日発売

■ウール混フラワードビー

保温性に優れた柔らかいラムウール地を
圧縮したシックな素材。

ふんわりと軽くて温かいウールガーゼ。
チェック柄に織り込んだラメ糸がポイント。

¥4,752/m　 約120cm 幅　［ウ ー ル80% 
ナイロン20% ］　日本製　10 月10 日発売

¥4,968/m　 約130cm 幅　［ウ ー ル98% 
キュプラ2% ］　日本製　9 月20 日発売

■圧縮ラムウールニット ■ラメウールガーゼ

ソフトに仕上げた変わり織りのコーデュロイ。
コーディネートに欠かせないネイビーをご用意。

¥4,968/m　104 〜106cm 幅　［ 綿100% ］　
日本製　10 月10 日発売

■ドビーコール

5　シックに着こなしたい、ワインカラーのボックスワンピース。 7　ゆったり着こなせるV ネックジャンパースカートを〈ドビーコール 〉で。6　軽やかな〈ラメウールガーゼ 〉は、ジレなどのはおりものに最適。

9/20発売

9/20発売

9/20発売

10/10発売

10/10発売 10/10発売

10/10発売

1 a

3 a

4 a

4 b
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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。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

タックギャザースカート（応用バルーン）　H ¥1,080　700147　Z ¥7,280 （リバティプリント･ソフトコール：1.7m　ファインスケア：1.3m）

こどものジャンパードレス　H ¥1,080　700167　Z ¥4,245 （リバティプリント･ソフトコール：1.2m　貝ボタン13㎜：1コ）

312653312650 312651

幅広い用途に使える30 番手の無地の平織。ホビーラホビーレオリジナルカラー13 色あり。

¥1,080/m　約110cm 幅　［ 綿100% ］　日本製　発売中
■ファインスケア

ハンドメイドで決まり
秋のコーディネート

—リバティプリント—

しなやかなソフトコールのリバティプリントでつくる、

ホビーラホビーレのオータムウエア。

コーディネートしやすいシックな２柄をご紹介します。

9月20日発売

315620 315621 315622

リバティプリント･ソフトコール　¥3,456/m
108〜110cm幅　［綿100%］　9月20日発売　日本製	

■ヨシエ　Yoshie
2010年秋冬に登場した、イラストタッチの繊細な手描き風カンバセーショナル柄。

315617 315618 315619

■フィッツジェラルド　Fitzgerald （89% 縮小）
1930年代の典型的なリバティプリントを、春の湿原を表現するようにアレンジした柄。

1　バルーンシルエットが印象的なソフトコールのスカート。スカートの裏地には肌触りのよい〈ファインスケア 〉を使用。

2　マルチカラーの小花プリントが愛らしいジャンパードレス。中央のタックで活動的に。

1

2
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1　大小のグラスボールにクリスマスモチーフをアップリケ & ステッチ。パーツやチュールで、立体感とキラめきをプラス。

ノエル・ド・リュクス
〜雪降る夜に〜 10月10日発売

しんしんと雪が降り積もるホワイトクリスマスのハンドメイド。

深いブルーとシルバーをメインカラーに、

ドラマティックな聖夜の情景をお楽しみください。

1



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）

1
2
3
4

アップリケタペストリー〈グラスボール〉　Z ¥6,912　354475　約42 ×56㎝

クロスステッチフレーム〈雪降る夜に〉　Z ¥4,968　354477　約13 ×50㎝

トライアングルツリー〈ノエル〉　Z ¥4,104　354476　約35 ×32㎝

クロスステッチミニフレーム〈ハウス〉　Z ¥3,456　354478　約13 ×13㎝

5
6
7

クロスステッチビスコーニュ〈スター〉　Z ¥3,456　354479　約4 ×8 ×8㎝

クロスステッチフレーム〈ノエル〉　Z ¥3,888　353748　約14 ×29㎝

ステッチクロス〈ノエル〉　Z ¥3,888　354474　約47 ×47㎝

＊1、7 イラスト：髙野紀子　2、4、5 イラスト：平野明子　6 イラスト：がなはようこ

3　リバティプリントなどの三角形のパフをつなげた壁掛けツリー。2　静寂に包まれたクリスマスの街並みをクロスステッチで描きます。

7　雪が降り注ぐ幻想的な森の世界。金糸、銀糸をアクセントに情感豊かにステッチします。

4　降り積もる雪が印象的な森の一軒家をクロスステッチ。

5　雪の結晶をクロスステッチした15 枚の布を仕立てた、星型のビスコーニュ。

6　ヨーロッパのクリスマスの景観を、繊細にクロスステッチします。

2

4

7

5

6

3
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ホビーラホビーレの
カラフルニット

初登場の志田ひとみさんデザインニットをはじめ、

豊富なニットキットを、こだわりの手編み糸とともにご紹介します。

9月20日、10月10日発売

1　ヨークと裾の繊細な模様編みがポイントのベスト。身頃はほとんどまっすぐに編みます。

2　精緻なレースのような模様編みと、極上の巻き心地が魅力のストール。 3　表・裏面を異なる模様編みで編む、エレガントなスヌード。

■アルパカリュクス NEW

¥2,376/ 玉　40g/100m　［アルパカ100%（ロイヤル
ベビーアルパカ）］　全3 色　日本製　9 月20 日発売

色番 01 02 03

今すぐ編みたい！

9/20発売9/20発売

9/20発売

青森県生まれ、埼玉県育ち。 1980 年より手編みを習い始め、
1990 年原宿イカットにて初めての個展、以後出版社、メー
カーの仕事をスタート。 著書に「クチュール・ニット 棒針の
模様編み集260 」などがある。

志田ひとみ Hitomi Shida

いつも楽しみながら模様を考えています。 今回はあ

まり難しくならないよう、毎段操作ではない模様に

しました。 ベストはシンプルな編地を組み合わせる

ことで編みやすくし、 ストールはまっすぐにくり返して

編むので、ボッブルや糸を巻くなど少し手の込んだ

技法を入れました。 皆さまに楽しんで編んでいただ

けると嬉しいです。

志田ひとみさんからのメッセージ

YARN  information

ロイヤルベビーアルパカはアルパカ全 体の 1 ％しか採れ

ない、大変細い繊維の糸です。 〈アルパカリュクス 〉は

ペルーのアルパカ研究機関 ｢ パコマルカ研究所 」で、 ロ

イヤルベビーアルパカの中でも、更に細い繊維のみを選

別して開 発された素 材を使 用しています。 その繊 維の

細さが、 究 極の柔らかさとぬめり感を実 現させました。 

〈 アルパカリュクス 〉の極 上の肌 触りをぜひお楽しみく

ださい。

1

2

3

デザイン：志田ひとみ

デザイン：志田ひとみ
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6　軽く優しい肌ざわりの〈 アルパカドゥ〉のキャップで暖かく。4　ボッブル編みで立体感と編み地をしっかり仕上げたスヌード。

10、11　三角形の模様編みストール。左は〈リアルト〉右は〈 ユニーク〉で。

9　二重仕立てのスヌードは、表

面がモチーフつなぎ、中面はリブ

編みで。

8　 立 体 的な花モチ ー フつきの

マーガレット。ボタンを胸元で留

めるとストールに。

7　縄編みを入れたふんわりバルーンスリーブがデザインポイント。

5　シンプルな V ネックセーター。極上の着心地と風合いが魅力。

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

アルパカリュクスベスト　Z ¥21,492 （アルパカリュクス：9コ　RP：404126）　＊デザイン：志田ひとみ

アルパカリュクスストール　Z ¥14,364 （アルパカリュクス：6コ　RP：404130）　＊デザイン：志田ひとみ

アルパカリュクススヌード　Z ¥7,236 （アルパカリュクス：3コ　RP：404146）

アルパカスヌード　Z ¥4,320 （アルパカドゥ：3コ　RP：404147）

アルパカラグランセーター　Z ¥12,744 （アルパカドゥ：9コ　RP：403809）

アルパカレイシーキャップ　Z ¥2,916 （アルパカドゥ：2コ　RP：403833）

7
8
9
10
11

バルーンスリーブセーター　Z ¥14,148 （アルパカドゥ：10コ　RP：404127）

ローズ2WAYストール　Z ¥7,884 （ウールキュート：4コ　モヘヤシフォン：1 色5コ 1 色1コ　RP：404132）

シフォンスイートスヌード　Z ¥3,402 （モヘヤシフォン：2コ　ウールスイート：3コ　RP：404151）

クロッシェトライアングルストール　Z ¥5,292 （リアルト：2コ　RP：404131）

クロッシェトライアングルストール　Z ¥6,156 （ユニーク：2コ　RP：404131）

■アルパカドゥ
¥1,404/ 玉　40g/65m　［アルパカ56% アクリル32% ウール4% 
モヘヤ4% ナイロン4% ］　全6 色　日本製　9 月20 日発売

〈アルパカドゥ〉は形状の

違う6 種 類もの素 材を組

み合わせて甘 撚りにする

ことで、 手 編み糸でしか

味わえない、ふんわりとし

た柔らかな質感に仕上げ

ました。上 品で優しい色

合わせが、 心もほっこり

と温かくしてくれそうです。

YARN  information

色番 01 02 04 05 06 07

■ウールキュート

■モヘヤシフォン

■ウールスイート

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

¥1,080/ 玉　20g/120m　［モヘヤ80% シルク20% ］　
全11 色　日本製　発売中

¥378/ 玉　25g/70m　［ウール100%（メリノウール）］　
全25 色　日本製　発売中

上質なウールを使ってソフトに仕上げた合細タイプの糸。

モヘヤとシルクでつくった合細タイプの糸。美しい色と光沢が魅力。

メリノウールを使用したふくらみのある合太タイプの糸。

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

01 04 05 06 07 08 10 09030211

色番

色番

色番

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

■リアルト
¥2,592/ 玉　100g/400m　

［ウール75% ナイロン25% ］　全3 色
イタリア製　9 月20 日発売
英国「デビーブリス」の中細糸。
複雑で美しい色の変化が魅力。

200706色番

■ユニーク
¥3,024/ 玉　100g/390m

［ウール100%（メリノウール ）］　全3 色　
トルコ製　9 月20 日発売 
手染めのかすり染め糸。
１カセごとに微妙に異なる色の出方を楽しんで。

3005色番 3009 3010

9/20発売

9/20発売9/20発売

9/20発売

9/20発売

10/10発売

9/20発売

4

5

6

7

9

8

10 11

NEW NEW NEW
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1
2
3
4
5

ルッソレイシーストール　Z ¥4,428 （スーパーキッドモヘヤ･ディルッソ：1コ　RP：404134）

ルッソチュニック　Z ¥8,748 （スーパーキッドモヘヤ･ディルッソ：2コ　RP：404129）

ルッソガーターストール　Z 各 ¥4,428 （スーパーキッドモヘヤ･ディルッソ：1コ　RP：404133）

フリルストール　Z ¥3,564 （アルパカループ：1コ　RP：404149）

アルパカループボレロ　Z ¥10,638 （アルパカループ：3コ　貝ボタン18㎜：1コ　RP：404128）

6
7
8
9

レイシーダブルスヌード　Z ¥3,888 （ヤクウールプレミアム100：1コ　ウールクレア：1コ　RP：404148）

スパイラルキャップ　Z ¥1,836 （ロービングキッス：2コ　RP：403817）

スパイラルグランスヌード　Z ¥2,808 （ロービングキッスグラン：1コ　RP：403816）

キッスポンチョ Kids　Z ¥2,700 （ロービングキッス：3コ　RP：404155）

■スーパーキッドモヘヤ ･ ディルッソ
¥4,320/ 玉　50g/420m　［ モヘヤ70% シルク30% ］　
全4 色　イタリア製　10 月10 日発売
スーパーキッドモヘヤとシルクでつくった、繊細で美しいかすり染め糸。

01 040302色番

■ロービングキッス
¥864/ 玉　40g/99m　［ ウ ー ル 62% アクリル 25% ナ イ ロ ン
13%］　全 11 色　日本製　発売中

■ロービングキッスグラン
¥2,700/ 玉　130g/321m　［ウール 62% アクリル 25% ナイロン
13%］　全 12 色　日本製　発売中
かすり染めのウールでつくったロービングタイプのソフトな糸。

■アルパカループ
¥3,456/ 玉　80g/216m　［アルパカ79%（うちベビーアル
パカ55% ） ナイロン21%］　全4 色　日本製　9 月20日発売
アルパカでつくったループヤーンを、部分的に起毛させた味わいのある糸。

01 040302色番

4　鎖目、細編み、長編みだけでできる、編んでみたくなるストール。 5　メリヤスとガーターで編むボレロは、ゆったりシルエット。

9　着脱が簡単でかわいいポンチョは、元気キッズのお気に入り。

1　１玉で編み上がる、軽くて暖かい透かし模様のストール。 3　三角形を連続編みするストールは、巻いたときのフォルムを楽しんで。

7　繊細な色の変化と立体的なスパイラル模様が楽しいキャップ。

8　保温効果の高いダブルのスヌード。キャップとペアで使いたい。

2　マフラーと同じ透かし模様を上部に入れた、軽やかなチュニック。

色番 ★♥13 ♥42★32 ★♥35 ★♥36 ♥38

★47♥43 ♥44 ★♥45 ★46

★♥51
NEW

★♥50
NEW

★♥49
NEW

★♥48
NEW

★…ロービングキッス、♥…ロービングキッスグラン

10/10発売

10/10発売10/10発売

9/20発売 9/20発売

9/20発売9/20発売

9/20発売

6　 ２ 種の糸と編み

方で編んだ、二重の

スヌード。

9/20発売

■ヤクウールプレミアム 100

■ウールクレア

¥2,700/ 玉　40g/100m　［ 毛（ヤク）100% ］　全6 色　日本製　9 月20日発売

¥1,080/ 玉　50g/100m　［ウール100% ］　全1 色　
イタリア製　9 月20日発売

極寒地域に生息するヤクの希少な産毛だけを使用した、並太タイプの糸。

ショートピッチで不規則に色が変化する、並太タイプのかすり染め糸。

01 05 06040302色番

色番 01

1

4
5

6

2

7

8

9
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SHOP INFORMATION

＊ 2 018 年 8 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

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　パールやレースをトッピングしたドレスに、ボアのケープや小物でエレガントに。

縫製済みボディは別売りです。

3　ドールスタンドを使うと、ニーナをきれいに立たせることができます。

クリスマスのための、

ロマンティックな色違いの

ドレスセットをご紹介。

ニーナは大人っぽく、

妹のミミはラブリーピンクで

コーディネート。

9月20日発売
季節の刺し子
クリスマスや来年の干支のほか、

吉祥柄〈霰亀甲〉が新たに加わりました。

霰
アラレキッコウ

亀 甲 　460790　Z ¥756　＊9 月20日発売

メリークリスマス　460789　Z ¥864　＊9 月20日発売

＊イラスト：平野明子

いのしし　460791　Z ¥864　＊10 月10日発売

＊イラスト：がなはようこ

1

2

3

458298

452073

452073

452075

452077

＊できあがりサイズ　1〜3：約32 ×37㎝　

1

2

3

ドールドレスセット〈パーティードレス〉　Z ¥3,888　354472　＊ドール〈ニーナ〉本体キット別売

ドール〈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

ドールドレスセット〈ピンクドレス〉　Z ¥3,672　354473　＊ドール〈ミミ〉本体キット別売

ドール〈ミミ〉顔ししゅう入り　Z ¥3,564　354271　約26㎝　＊ドール本体縫製済

ドールスタンドⅡ　¥1,080　459031　高さ：約20㎝（調整可）　＊発売中

1

2

3

追加発売！
フラワーガーデン
9月10日（月）よりご予約開始
今 の 季 節 にピッタリな
薄 地でありながら暖 か
い 綿ウー ルビエラが 登
場。 花 々 が 一 面 に 咲
く繊 細 なプリントが 上
品な装いを演 出します。
秋のソーイングが楽しく
なる縫 いやすさも魅 力
です。

9/20
発売

315681

315682 315683 315684

¥3,240/m　約120cm 幅
［ 綿87% ウール13% ］　日本製

■フラワーガーデン

【 EVENT】【NEWS】

♦ 静 岡 伊 勢 丹ホビーラホビーレ
　リニューアルオープン !
売場を約2 倍に拡大し、装いも新たにリニューアルオープ
ンいたしました。広くなった店内で、ゆったりとお買い物
やレッスンをお楽しみください。皆さまのご来店をスタッフ
一同、お待ちしております。

♦小田急百貨店町田店ホビーラホビーレ
   移 転リニューアルのお知らせ
10 月3 日（ 水 ）5 階フロアへ売 場を移 転し、リニューアル
オープンいたします。どうぞお楽しみに !
＊7 階フロアでの営業は10 月2 日（ 火 ）までとなります。

♦開 催 決 定 ! 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. 6
　〈 # ホビーラの毛 糸 〉
ホビーラホビーレの毛糸を自由
に使った、魅力的な写真をイン
スタグラムに投 稿してみません
か。 応 募 期間は10 月1日（ 月）
〜11 月30 日（ 金 ）。詳細は各店
頭 POP、ホームページをご覧く
ださい。

♦ 2018 オータムフェア 開 催 中〜11月30日（金 ）

【 体 験レッスン 】
開催中〜11 月30 日（ 金 ） 
初めての方にも簡 単におつくりいた
だけるアイテムで体験レッスンを開催
しています。 この秋、手編みにチャ
レンジしてみませんか。

【 手 編み大 好きキャンペーン 】
10 月1日（ 月）〜11 月30 日（ 金 ）
上質な素材 感と洗 練されたカラーリングをお楽しみいただけるオリジ
ナル手編み糸が続々登場 ! 着分の手編み糸をお買い上げの方に、マ
フラーや帽子などのおすすめレシピをプレゼントいたします。

【 ウエアオーダーキャンペーン 】
開催中〜10 月31日（ 水 ） 
オリジナルデザイン72 型の中からお
好きな生地でウエアをオーダーいた
だくと、 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。 オンライ
ンショップも同時開催。この機会に
あなただけの一 着をつくってみませ
んか。

▲左 / 切替ジャンパードレス、
　右 /Aラインジャンパードレス

▲左 / パレットシングルスヌード、
　右 /リフ編みバッグ

＊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　モチーフは長方形2 種と正方形4 種。編むのもつなぎ合わせるのも楽しいパッチワークスプレッドは、約185㎝角の大判サイズです。

クロッシェパッチワークスプレッド　Z ¥41,040　404191　約185 ×185㎝1

MONTHLY PRESS  vol.93 2018 年 9 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）

ベッドルームの

しつらいに取り入れたい、

手編みのスプレッドをご提案。

新鮮なカラーで

コーディネートされたモチーフが

温もりのある空間を演出します。

9月20日発売

クロッシェ
パッチワーク
スプレッド

Croche patchwork spread

次回『MONTHLY PRESS 10 月号 vol.94 』は 10 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（月）からになります。月9 10

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 face book

●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 8 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。  

1

ベッドスプレッドとしても使える大判

サイズ。 形の違うモチーフを編み

ためて、後から巻きかがりで仕上げます。 編みやすいウール100％の合

細毛糸2 本どりと合太毛糸1 本どりで、多くの色を混ぜあわせながら、落

ち着いたワインカラーでまとめたシックなスプレッドです。

プランナーからのメッセージ
Message from planner


